
FACTORY AUTOMATION

三菱FAソリューション導入事例

三菱電機FAサイトに掲載された
選りすぐりの事例をご覧ください。
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Global Player

三菱電機グループは「グローバル
環境先進企業」を目指します。

三菱電機グループは、「常により良いものを
目指し、変革していく」という“Changes for 
the Better”の理念のもと、活力とゆとりの
ある社会の実現に取り組んできました。そし
ていま、時代に応える“eco changes”の精
神で、家庭から宇宙まで、あらゆる事業を通
じ、環境に配慮した持続可能な社会の実現に
向けてチャレンジしています。そのために、
社員一人ひとりがお客さまと一体となって、
グローバルな視点で、暮らしを、ビジネスを、
社会を、より安心・快適に変えてゆきます。
三菱電機グループは、最先端の環境技術と優
れた製品力を世界に展開し、豊かな社会の構
築に貢献する「グローバル環境先進企業」を
目指します。

三菱電機グループは、以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

重電システム
タービン発電機、水車発電機、原子力機器、電動機、変圧器、パワーエレクトロニクス機器、遮断
器、ガス絶縁開閉装置、開閉制御装置、監視制御、保護システム、大型映像表示装置、車両用電
機品、エレベーター、エスカレーター、ビルセキュリティーシステム、ビル管理システム、粒子線
治療装置、その他

産業メカトロニクス
プログラマブルコントローラー、インバーター、ＡＣサーボ、表示器、電動機、ホイスト、電磁開閉
器、ノーヒューズ遮断器、漏電遮断器、配電用変圧器、電力量計、無停電電源装置、産業用送風
機、数値制御装置、放電加工機、レーザー加工機、産業用ロボット、クラッチ、自動車用電装品、
カーエレクトロニクス、カーメカトロニクス機器、カーマルチメディア機器、その他

情報通信システム
無線通信機器、有線通信機器、監視カメラシステム、衛星通信装置、人工衛星、レーダー装置、
アンテナ、放送機器、データ伝送装置、ネットワークセキュリティーシステム、情報システム関連
機器及びシステムインテグレーション、その他

電子デバイス
パワーモジュール、高周波素子、光素子、液晶表示装置、その他

家庭電器
液晶テレビ、ルームエアコン、パッケージエアコン、ヒートポンプ式給湯暖房システム、冷蔵庫、
扇風機、換気扇、太陽光発電システム、電気温水器、LED ランプ、蛍光ランプ、照明器具、圧縮
機、冷凍機、除湿機、空気清浄機、ショーケース、クリーナー、ジャー炊飯器、電子レンジ、
IH クッキングヒーター、その他
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e-F@ctory

旭硝子株式会社

セーラー万年筆株式会社

東北大学

本田技研工業株式会社

オムニヨシダ株式会社

三菱電機名古屋製作所

三菱電機名古屋製作所

三菱電機名古屋製作所

三菱電機名古屋製作所

三菱電機福山製作所

三菱製鋼株式会社

株式会社金沢村田製作所

三菱電機FAサイト

海外サービス拠点

国内アフターサポート

FA環境への移行で信頼性向上、柔軟なプログラム開発との両立も

制振制御機能でロボットの残留振動を抑えて、タクトタイム短縮

デマンド管理と集中検針による省エネ推進、15%の節電要請に応える

生産と安全の見える化による運用管理効率化

センサ管理による予防保全と安全性確保

耐久性の向上で運用保守コストを6分の1に低減

空調/照明制御強化によるエネルギー使用量削減

生産実績の見える化と設備稼働率向上

作業の明確化による生産性・品質の向上

生産現場における生産管理端末の信頼性向上

きめの細かい履歴管理でトレーサビリティ実現
グローバル展開強化の足がかりに

生産現場のビッグデータを技術者が自ら分析し
製品の歩留まり向上とコスト削減を可能に
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品質向上 安全性向上生産性向上 セキュリティ省エネ

データ1次処理・分析 情報連携処理

コントローラ
製品群

センサ
製品群

省エネ
製品群

駆動
製品群

メカトロニクス
製品群

エッジ　コンピューティング製品群

since2003

販売・物流
サービス

運用・保守製品　設計 工程設計

調達
生産製造

サプライチェーン

エンジニアリング
チェーン

MES
SCADA

SCM
シミュレータ

ERP
CAD/CAM

ITシステム

エッジコンピューティング

生産現場

e-F@ctory

IoT化によるビッグデータの活用で、
スマート工場を実現するe-F@ctory。
開発や製造、物流などにおけるあらゆる機器や設備をIoTでつなぎ、
収集した膨大なデータを分析・活用してものづくり全体を最適化する「e-F@ctory」。
三菱電機が培ってきたFA機器開発の技術力と、
FAとITをつなぐ連携技術を最大限に活用することで、
マスカスタマイズや予防保全、トレーサビリティなど、
次世代のものづくりを実現します。

■ 生産・設備のデータ取得
■ 生産実行
■ センシング

■ 現場へのリアルタイム・フィードバック
■ 現場データの処理と分析
■ FA-ITのシームレス連携

■ 企業経営管理
■ 業務改善のためのデータ分析
■ 生産管理や実行指示
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旭硝子株式会社  （シーケンサ＋C言語 活用事例）

FA環境への移行で信頼性向上、柔軟なプログ
ラム開発との両立も
ガラスメーカー世界最大手の旭硝子は、自動車用ガラスの製造工程で三菱電機のコントローラユニット「C言語コントローラ」を2010年から導入
し、グローバルの生産拠点に展開中だ。現場の機器制御にパソコン上で動くプログラムを長年使用していたが、C言語コントローラを使ったFAの環
境へ移行。故障やセットアップなど管理にかかる負担を軽減すると同時に、技術者のアイデアを生かしたものづくりも推進している。

旭硝子は世界最大手のガラスメーカーとしてグローバルで知られてい
る。建材や液晶ディスプレイ、ハードディスク基板などさまざまな用途向
けのガラスを製造しているが、中でも主要な生産品となっているのが自
動車用のガラスだ。同社のガラス事業のうち自動車用ガラスは2割強を
占めており、同社のビジネスを象徴する製品となっている。

ガラスの製造工程は、ベースとなる素板を作る工程と、その素板を用途
に応じて加工する工程に分けられる。素板を加工する工程では、大きな
ガラスの素板を必要なサイズに
カットしたり、曲げたり表面を加工
したりする作業が行われる。自動
車用ガラスの場合、フロントガラ
スやリアガラスなど使用する部位
に応じて必要な加工方法はすべ
て異なり、それが自動車の種類の
数だけ存在するため、加工の工程
はかなり複雑だ。

【事例のポイント】
1. PCの環境から堅固なFAの環境に移行することで耐久性を向上し、管理負担を軽減
2. C言語コントローラ活用により、C/C++言語による開発ノウハウをFAの環境でも適用
3. 機器をC/C++言語でプログラミングできるため、技術者がアイデアをいち早く試せる

Case study

この加工の工程のMES（製造実行システム）として、同社はパソコン
ベースのプログラムを活用してきた。生産計画をもとに現場の設備を
稼働させるシステムをC/C++言語で開発し、汎用のパソコン上で動か
していたが、その運用に以前から課題があったという。

大きな課題の一つは、システムとパソコンの相性が合わなくなることが
ある点だ。ガラスの加工のために画像処理など高度な機能を利用して
いるものの、パソコンのOSやドライバなどのバージョンアップ後にシス
テムとの調整が微妙に狂ってしまうことがあるという。パソコンは固定
的なシステムではなく、バージョンアップで進化しながら機能強化でき
るのが利点だが、「生産現場ではそれは逆効果になることがあります」と
同社生産技術センターの有富晃彦氏は話す。

加えて事務作業向けに作
られた汎用のパソコンは、
工場のように振動や塵な
どが多い環境ではどうし
ても故障などのトラブル
が避けられない。生産効
率を極限まで高めていて
も、設備を制御するパソコ
ンがひとたび停止してしま
うと、稼働率は大きく低下
するのだ。ドライバやネッ
トワークの設定作業にも
それなりの手間がかかる。

そこで同社は、システムをFA機器の環境へ移行させることを検討した。
工場での利用向けに作られたFA機器ならば、高い耐久性が期待できる
はず。具体的に検討したのは三菱電機のシーケンサだ。「コントローラ
同士がバスレベルで高速につながるし、モーションコントローラやI/Oユ
ニットなど周辺ツールも多く、いろんな可能性が広がりそうと考えまし
た」（有富氏）。
しかし実際にシーケンサに置き換えるとなると、C/C++言語で開発し
た既存のプログラムを、すべてラダーで書き直さなくてはならないし機
能面からもそれは不可能。そこで同社がシーケンサと合わせて導入す
ることにしたのが「C言語コントローラ」だ。

PCの進化は生産現場には逆効果

旭硝子の事業の象徴的存在である自
動車用ガラス

パソコンをベースとしたシステムでは管理が
煩雑になりがち

ガラスの加工工程は複雑で、ロボットなど自動化機器があらゆるところで使
われている
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C言語コントローラは、シーケンサをC/C++言語で制御可能にする
CPUユニット。シーケンサ本体と一緒にベースユニットに装着し、C/
C++言語のプログラムでシーケンサを制御できる。シーケンサを使う
ためにラダーを習得したり、一から開発し直したりする必要がないのが
特徴だ。

同社がC言語コントローラ
導入を決めた理由は、C/
C++言語のプログラム資
産を活用できる点に加え
て、「C言語コントローラは
余計な機能をそぎ落とし
ている機器」（有富氏）であ
り、現場の機器制御に特化
したソリューションだったこ
とにある。汎用のパソコン
と違いC言語コントローラ
が搭載するのは、基本的にFAの環境で実行するのに必要な機能だけ。
故障が起きやすい駆動部などが少なく、もとから生産現場用に開発さ
れているため、高い耐久性を実現している点が、生産効率の向上やメン
テナンスコスト低減に効果的なわけだ。

同社は2010年、まずC言語コントローラによるシステムを、自動車用
ガラス製造拠点の一つである愛知工場（愛知県武豊町）に導入。本格
展開に向けて実証を始めたところ、耐久性など当初から期待していた
効果に加えて、リアルタイムのシステム管理という別の効果も得られ
たという。

「パソコンベースのシステムの場合、たまに止まるうえに、端末の画面を
見に行かない限りどこが止まったか気がつきません。C言語コントロー
ラとシーケンサのシステムならば、現場のGOTやアラームなど、つなぐ
システムを工夫することで
機器の停止を具体的に知
らせることができるので、
ダウンタイムを短くするこ
とができます」（有富氏）。

もともとFAはリアルタイ
ム性が要求される世界。パ
ソコンベースでは困難なリ
アルタイム化が、C/C++
言語というパソコンの開発
環境でも実現できる点が
評価されたのである。

同社のC言語コントローラ導入はMESだけにとどまらない。以前か
らラダーでシーケンサを使ってきたモーション制御や温度制御、ワー
クの搬送制御などの用途でも、C言語コントローラの導入を始めてい
る。その目的を有富氏は「自分たちでプログラムを作りやすいように
するため」と説明する。

Case study

「例えば小ロットに対応したものづく
りなどを進めようとすると、大量の
データを扱う必要があるなど、既存
の機器では十分対応できないことが
あります。そのような課題に直面した
とき、技術者は自分でプログラミング
して解決したくなります。その時、C/
C++言語でシステムを開発できるの
はありがたいものです」（有富氏）。

新しいものづくりに取り組もうとすれ
ばするほど、既存の機器に技術者が自
らの経験に基づいた“味付け”をする
ことが求められる。
機器に技術者のアイデアを反映させ
るためには、機器を制御するシステムが柔軟で、しかも技術者が開発し
やすいものでなくてはならない。C/C++言語という多くの技術者が使
いこなせる開発言語で機器に付加価値をもたらすことで、従来にない
ものづくりが実現するというわけだ。同社はC言語コントローラをMES
として利用するだけでなく、「簡易的なNC装置や画像処理システム」

（有富氏）としても利用し、既存の機器をC/C++言語のプログラムで
付加価値を高めることに取り組み始めているという。

一方で有富氏は「C言語コントローラのOSであるVxWorksが、
Windowsに比べて少し難しく感じたのは事実」と打ち明ける。しかし

「ベンダからの手厚いサポートのおかげで、現在は抵抗なく使えていま
す」（有富氏）。

愛知工場で実証されたC言語コントローラによるシステムは、同社のモ
デルとして位置付けられ、その後国内だけでなく中国や台湾など海外
の工場にも横展開が進んでいる。2015年には自動車メーカー進出が
相次ぐメキシコで新工場が稼働を始める予定で、ここでは当初からC言
語コントローラを前提とした生産設備が立ち上がることになっている。
今後も新しい工場の建設のタイミングでC言語コントローラの導入を
積極的に進めていくという。

余計な機能をそぎ落としたC言語コントローラ

技術者が自らプログラミングできる

旭硝子は愛知工場をモデルに
最初にC言語コントローラを導入

旭硝子が機器の制御用に導入したシーケン
サとC言語コントローラ

旭硝子の生産技術センター共通
基盤グループ電子制御ファンク
ションプロフェッショナルの
有富晃彦氏

GOTで機器の動作状況を現場で知ることがで
きる

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

MELSEC iQ－RシリーズC言語コントローラ 
スタンダードモデル“R12CCPU-V”
従来のマイコンボード、パソコンなどのC言語資産
を流用でき、VxWorksを搭載したコントローラによ
り、リアルタイム性の高い装置を実現するCPU。

シーケンサ MELSEC
生産現場の声に応え進化を続けてきたMELSECシ
リーズ。高い信頼性と豊富な品揃えで、高度化する
生産現場に新たな可能性をご提供します。

⃝創立：1907年9月8日
⃝事業内容：ガラス・ディスプレイ・化学・電子部材などの事業を展開
⃝URL：http://www.agc.com/

三菱電機FAサイト2015年12月掲載
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セーラー万年筆株式会社

制振制御機能でロボットの残留振動を抑えて、
タクトタイム短縮
セーラー万年筆のロボット機器事業部は、新たに開発した射出成形品の自動取出機に、三菱電機のサーボモータ「MELSERVO-J4」を採用した。タ
クトタイム改善に対する顧客の要望に応えるには、取り出し部の動作後の揺れをできるだけ抑える必要がある。さまざまな手法を試行錯誤した結果
たどり着いたのが、制振制御のためにサーボのパラメータを自動チューニングする機能を備えたJ4を組み込むというソリューションだった。

セーラー万年筆は国
内で最 初に万 年 筆
を製造したメーカー
として名高い。万年
筆のほか各種文具
などの 開 発 販 売を
手がけるセーラー万
年筆は、ロボット事業
でも知られている。
1970年、筆記具の
インクカートリッジ成形の自動化を目的に、自社で開発したロボットの外
販から始まった同社のロボット事業は、現在はそのユーザのすそ野を大
きく広げており、自動車や医療、食品などあらゆる分野の生産現場で同
社のロボットが使われている。

その同社のロボット事業の中でも定評があるのが、射出成形品の自動
取出機だ。射出成形で金型に樹脂を注入し固まらせた後、その成形品を
金型から取り出す役目を果たすロボットである。成形品の取り出しは金
型が開いているわずかな時間に行わなくてはならず、手作業では高速
に移動する金型に手をはさんでしまうようなことも起こりえる。そのた
め取り出し作業をロボットで自動化することは、作業効率だけでなく安
全性の面からも効果が大きい。

同社は顧客からの要望を受け、自動取出機の機能向上に継続的に取り
組んでいる。特に「取り出し速度の向上」は、生産効率に直結する機能改
善のため、同社にとって重要な開発テーマだが、さらなる改善を目指そ
うとすると大きな課題があった。ロボットの残留振動の問題だ。

【事例のポイント】
1. 制振制御機能でアームの動作後の揺れを抑え、タクトタイムを短縮
2. パラメータを自動調整することで、段取り替えの負担を削減
3. サーボは従来と同じ外形寸法を維持し、容易な移行を可能に

Case study

ロボットは機械が物理的に動く以上、動
いた後に止まる際の振動は避けられな
い。しかし振動が大きいと、止まるのを
待つのに時間がかかる。ロボットが揺れ
ている状態のまま取り出しにかかると、
成形品の適切なところをつかめず、品質
に影響が出たり成形品を取り損ねたり
することもある。「特に小型の製品では
精緻な位置決めが求められるため、安定
させなければなりません」と、同社ロボッ
ト機器事業部技術部電気設計課の佐上
敦則係長は言う。

振動を抑えるには、アームの剛性を高め
て揺れにくくする方法や、アームの動き
を遅くする方法が考えられるが、いずれ
も現実的ではない。剛性を高めればロ
ボットは大きく重くなり、機械そのもの
のコストだけでなく消費電力も増大して
しまう。また動きを遅くすればタクトタ
イムに影響が出るからだ。生産性向上の
ためにユーザがタクトタイムをいかに短
くするかに取り組んでいる中で、逆に長
くするような手法はありえない。

もちろん同社は従来からも、こうした方法に頼らずに振動を抑えるため
の取り組みは続けてきた。その一つが、作る成形品に合わせたパラメー
タの調整だ。サーボをチューニングすることで、動作後の揺れを最小限
に抑えることは可能だが、成形品ごとにパラメータを変えるようなこと
はできない。速度や加減速度を変えることはユーザ側でも可能だが、振
動を抑えるには動作を遅くするしか対応方法はないため、やはりタクト
タイムが長くなってしまうのである。

「多品種生産に対応するために、パラメータを自動調整することが
できないか、というのが新しい自動取出機開発の大きなテーマでし
た」（佐上氏）。そこで候補に挙がったのが、三菱電機のサーボモータ

「MELSERVO-J4」の採用だった。

複数の種類の成形品に対応させたい

ロボットのアームの先にある成
形品取り出し部分。高速に動く
ため、止まるときの振動をどう
抑えるかが課題だった

セーラー万年筆ロボット機器事
業部技術部電気設計課係長の
佐上敦則氏

セーラー万年筆ロボット機器事業部のロボット製造拠点、青梅工場
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J4は、負荷に応じて振動を自動的に抑える機能をさらに高めた「アドバ
ンスト制振制御II」を搭載しているのが特徴だ。取り出す成形品の重さに
よってどのようにアームの先端が揺れるか、その周波数を測定し、抑え
る方向に自らサーボのパラメータを自動調整する。扱う成形品が変わっ
てもそれに応じて最適化されるため、多品種生産の現場でも振動を抑
えることと、それによるタクトタイム短縮が可能になったのである。

実は同社は、サーボのパラメータ自動調整機能による振動問題解決を、
三菱電機を含めた数社に相談していたという。しかし各社のサーボモー
タを比較検討した結果、求める速度や正確性を実現できるものとして最
終的に選択したのはJ4だった。

J4に決定した大きな理由はもう一つある。同社は従来の自動取出機
で、三菱電機のサーボモータJ2を使っていた。新しい自動取出機開発
にあたっては、大きさなど機械系の設計は可能な限り踏襲することが求
められた。現行の自動取出機からユーザの移行を推し進めるためには、
外形寸法などは変えられないからだ。外形寸法を維持しようとすれば、
モータ本体の大きさにも互換性が求められる。J4はその点も満たして
おり、セーラー万年筆で設計に当たる担当者やエンドユーザの負担を、
最小限に抑えることができたのである。

Case study

J4のアドバンスト制振制御
機能の効果はてきめんだ。
同社によると、標準的な取り
出し動作で比較した場合、ロ
ボットハンドが取り出しのた
めに動作を開始し、取り出し
を終えて戻ってくるまでの時
間は、J4搭載により10％以
上短縮したという。タクトタ
イム短縮は極限まで進んで
おり、中には取り出しのため
に金型が開く時間がわずか
数秒という製品もある。そのわずかな時間の間で位置決めや取り出し
など一連に動作を正確に行いながら、さらに短縮することが求められて
いることを考えると、改善効果は大きい。「サービスエンジニアが徹底的
に追い込んでくれた結果です。ここまで大きな短縮効果が得られるとは
思っていませんでした」（佐上氏）。

J4を組み込んだセーラー万年筆の新しい自動取出機「RZ-ΣⅢシリー
ズ」は、2014年10月に発売された。J4の高い制振制御機能により、パ
ラメータの自動調整が可能になったことへのユーザの評価は高く、発売
後引き合いは順調に拡大しているという。

佐上氏は「自動取出機で、J4の効果とそれをサポートする三菱電機の技
術力を、再認識することができました。今後は搬送機器や検査加工装置
など、他のロボットの機能向上にも生かしていきたいと考えています」と
話す。RZ-ΣⅢはJ4の制振制御機能だけでなく、ロボット自体にもチュー
ニング機能向上を施しており、それぞれのノウハウの組み合わせが業界
からの高い評価のもとになっている。セーラー万年筆と三菱電機、両社
がユーザの課題解決に向けて良好なコミュニケーションを進めてきたこ
とが、画期的な自動取出機の実現を可能にしたと言えるだろう。

10%以上の取り出し速度向上

他のロボットにも活用へ

MELSERVO-J4を採用したセーラー万年筆の新しい自動取出機「RZ-ΣⅢ」

RZ-ΣⅢに搭載されたMELSERVO-J4

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

MELSERVO-J4シリーズ　サーボアンプ
安全、そしてエコ。目指すものは業界最速だけでは
ない。脈々と受け継がれてきた技術と信頼の進化
形。業界最高水準の機能、性能だけではなく、人、環
境との豊かな交響をめざしたMELSERVOの最新
作です。セーフティ規格対応やエコ時代に応える省
エネ機能を搭載。

三菱電機FAサイト2016年2月掲載

⃝創立：1911年2月11日
⃝事業内容：万年筆やボールペンなどの文具、ロボット機器などの開発・販売
⃝URL：http://www.sailor.co.jp/
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東北大学

デマンド管理と集中検針による省エネ推進、
15%の節電要請に応える
東北大学ではキャンパス内で使用する電力の増加を抑えるために、三菱電機の電力管理機器を使った電力のデマンド管理や、集中検針による消費
電力の見える化を推進している。東日本大震災後の電力不安をきっかけに強化された節電への取り組みだが、デマンド監視などにより具体的な指標
をもとにした節電が可能になり、エンドユーザの節電意識も高まるなど、節電の活動がキャンパス全体で加速しているという。

2007年に創立100周年を迎えた東北
大学では、次の100年に向けて飛躍と発
展を遂げるためのプロジェクト「新青葉山
キャンパスマスタープラン」を展開して
いる。キャンパスの機能集約などを目指
すこのプランのもと、2011年度には新
キャンパスが開校。その後も新しい学習・
研究環境の整備は続いている。

そのプランを推進する中で、テーマに上
がったのが「節電」だ。東北大学の契約電
力は学生数の増加などを背景に、年々少
しずつ増やさなければならない傾向に
あった。理系の学部には旋盤や電気炉、ク
レーンなど、電力を多く消費する設備も
あり、その稼働と空調需要が重なる時期
などは、使用電力が上限である契約電力
に迫る場合もあるという。

契約電力を引き上げれば電気の基本料金も上がるため、契約電力の伸
びは抑えなければならない。そのため東北大学では、空調や照明の効率
的な運用などで節電に取り組んできたが、2011年夏には東日本大震
災をきっかけに電力不安がクローズアップされる。大口の需要家に一律
15％の前年比削減目標が設定され、それを達成できない場合は罰則が
科されることになった。

社会全体が節電を求められる中、節電への具体的な取り組みを企画し
て対外的に発信することは、大学という公的教育機関が社会的責任を
果たすうえで欠かせない。従来の節電方法ではもはや十分ではない
と考えた結果、東北大学が導入したのが電力のデマンド監視システム
だったのである。

デマンド監視は、施設全体の電力需要を見える化するもの。東北大学で
は従来から、キャンパス全体の消費電力が契約電力の90％達した場合、
管理部門から現場の職員や教員などエンドユーザにメールなどで節電
を要請し、空調の一部オフや、電力を多く消費する実験機器の稼働時間
シフトなどの協力を呼びかけていた。メールでの要請はそれなりに効果

【事例のポイント】
1. デマンド監視で震災後の15％の節電要請に応える
2. 個々の部屋の使用電力を集中検針で把握し、具体的なデータをもとにした対策立案が可能に
3. 電力の見える化推進によりエンドユーザによる自発的な節電が進む

Case study

があるものの、メールが見られていない場合もあるため、必ずしも十分
な節電効果が得られているとは言いにくい。

また90％に到達してメールが配信さ
れない限り、エンドユーザが日常の節
電を意識することは少ないため、その
ままでは電気料金の削減も進まなく
なる。そこでデマンド監視による消費
電力の見える化で、日頃からどのくら
いの電力を使用しているか、関係者
に周知することにしたのである。

三菱電機のデマンド監視サーバ「E-Energy」やエネルギー計測ユニット
などを元にしたシステムで、キャンパスごとの消費電力を見える化。その
情報は受電設備を見るようなことのない一般の大学関係者が誰でも、手
元のパソコンからほぼリアルタイムで見ることができる。

契約電力の90％到達時はシステムが自動的に警告メールを発するほ
か、月次や週次単位でのレポー
トや、前年との対比などを確認
することも可能になった。15％
の削減目標を実行するうえで
も、リアルタイムで消費電力量
の推移を見ながら早めに対応
することができる。これにより、
2011年夏の電力不安を乗り
切ることができたという。

デマンド監視で効果を上げた東北大
学は、2014年からさらなる節電へ
の取り組みを始めることにした。それ
が青葉山キャンパスの一部で導入した

「集中検針」である。

デマンド監視がキャンパス全体で
の消費電力の見える化に対し、集
中検針は部屋ごとの消費電力を見

手元のPCから消費電力が分かる

同規模の部屋と使用電力を比較できる

東北大学は電力のデマンド監視の
ために「E-Energy」を導入

一層の節電を進めるため、青葉山
キャンパスの一部では集中検針シ
ステムを導入

100周年を迎えた東北大学
は「新青葉山キャンパスマス
タープラン」を展開中。写真は
青葉山キャンパス理学研究科
合同A〜C棟

キャンパス全体の消費電力が、エンド
ユーザの手元のパソコンからほぼリア
ルタイムで分かる（写真はサンプル）
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える化するもの。それぞれの部屋の分電盤に電力量計を取り付け、そ
のデータをネットワークで事務室の監視盤内にあるデータ収集サーバ

「EcoServer」に集約し、LAN経由でパソコンに表示する。

従来、個別の部屋ごとの消費電力を確認するには、担当者が電気室まで
出向いて一つひとつの電力量計を確認し、紙に転記するしかなかった。
そのため随時情報を収集する
のは非現実的であり、情報を蓄
積して分析することも困難だっ
た。しかし通信機能付きの電力
量計とEcoServerにより、電
力量計を取り付けた部屋ごと
の5分単位の消費電力が、事
務室のパソコンで集中的に確
認できるようになった。デマン
ド監視同様に具体的なデータ
をもとに月次や週次単位で確
認・分析し、節電を進めるため
の計画を立案することができる。

電力量の推移を部屋単位で管理することで可能になったのは、節電が必
要な部屋を見つけ出すだけではない。教員など部屋を利用する職員が、
同規模で同じような実験を行う別の部屋の消費電力と比較するようにな
り、自らの節電意識を高めることができるようになったのも、集中検針の
導入効果と言える。

部屋の大きさや実験で使用する器具などはそれぞれ異なるため、消費
電力の絶対量だけでは自分が電力を有効活用しているかをはかること
はできない。しかし同じような使い方をする同じ規模の部屋ならば比較
対象になり得る。工場で節電に取り組む際に、生産量などものづくりの活
動レベルを反映させた消費電力で、節電状況を把握する原単位管理の
ようなものだ。それは大学のような一般の建物でも可能なのである。

Case study

産学連携の推進に取り組む東北大学では、民間企業から多くの経営者
や技術者が研究室を構え、研究活動に取り組んでいる。その研究活動の
費用に電力などのエネルギーコストも織り込むことで、個々の研究の収
支を正確に把握可能にするというのも、東北大学が集中検針を導入した
狙いの一つだ。

いかに高い研究成果をあげたとしても、その過程で研究者が大量のエネ
ルギーを浪費していたのでは、大学側としてはあまり歓迎できることで
はない。消費電力の管理が大学全体いっしょくたで行われている時代は
不可能だったエネルギー含めた個々の研究活動のコスト管理が、集中検
針により可能になり、研究活動による大学への貢献度を正しく測れるよ
うになるというわけである。

消費電力の見える化を推進するソリューションは、さまざまなベンダーが
提供している。しかしその多くは入退室管理なども組み合わせた大がか
りなビル管理システムであり、東北大学が導入するにはコスト的に見合
わなかったという。一方、三菱電機の電力管理ソリューションは、デマンド
監視サーバなどの導入で比較的簡単に実現できるシステムであり、大学
が望む規模と機能にフィットしたものであったことが、東北大学が導入を
決めた理由であったとしている。

デマンド監視や集中検針で使用電力の見える化が実現したことで、使用
電力に対する現場の職員や教員の意識が高まり、自発的に節電に取り組
む動きが進む東北大学では、青葉山以外のキャンパスでも集中監視シ
ステムの導入を検討中という。見える化の推進が東北大学に広がること
で、大学全体での消費電力低減にさらに弾みがつきそうだ。

研究成果を正しく評価するために

大がかりでなく必要レベルの規模と機能

消費電力を確認する「EcoMeasure」の
画面。月次や週次などの単位で分析して、
節電活動推進に必要な指標にすることが
できる（写真はサンプル）

個々の部屋に通信機能付き電力量計が取り付けられている

LAN

消費電力の分析ソフトを
インストールしたパソコンEcoServer

事務室

電力量計 電力量計 電力量計

電力量計 電力量計 電力量計

電力量計 電力量計 電力量計

集中検針システムの概略図。個々の部屋の消費電力をEcoServerで収集
し、事務室のパソコンから確認することが可能だ

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

省エネデータ収集サーバ EcoServerⅢ
汎用パソコンでEcoServerによるイントラネット
の活用により、幅広い「見える管理」システムを実現
し、省エネルギー活動を支援します。

省エネデマンド監視サーバ E-Energy
Webでの遠隔監視、制御、データ管理が可能です。 
デマンド管理の見える化を実現します。

デマンド監視制御装置 DEMACON
またUSBでのパソコン通信機能とプリンタ印字機
能や、SDメモリカードへのデータ出力機能を持った
タイプもあります。

日月報・原単位分析ソフトウェア EcoMeasureⅢ
三菱監視収集サーバにより収集、出力されるCSV
ファイルから、原単位分析グラフや日報などの帳票
作成をサポートします。 

三菱電機FAサイト2015年10月掲載

⃝創立：1907年6月
⃝学部（文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、

工学部、農学部）、大学院（文学研究科、教育学研究科、法学研究科、経済学研究
科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研
究科、国際文化研究科、情報科学研究科、生命科学研究科、環境科学研究科、医
工学研究科、教育情報学教育部、教育情報学研究部、東北大学インターネットス
クール）、専門職大学院（法科大学院 、公共政策大学院 、会計大学院）、附属研
究所（金属材料研究所、加齢医学研究所、流体科学研究所、電気通信研究所、多
元物質科学研究所、災害科学国際研究所）

⃝URL：http://www.tohoku.ac.jp/
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本田技研工業株式会社

生産と安全の見える化による運用管理効率化
本田技研工業株式会社は、2013年7月に操業を開始した寄居工場（埼玉県寄居町）に、シーケンサを始めとしたFA機器の制御信号、生産管理情
報、および安全信号などを単一のネットワークでやりとりできる、Ethernetベースの「CC-Link IE フィールドネットワーク」を導入し、生産や運用管
理の効率化を実現した。寄居工場をマザー工場と捉える同社では、既にメキシコ新工場を始めとした海外工場への水平展開もスタートしており、
グローバル規模でのさらなる競争力強化を目指す。

2013年7月に操業を開始した本田技研工業（以下ホンダ）の寄居工場
（埼玉県寄居町）は、同社が培ってきた高度な生産技術と高効率な生産
体制を余すところなく導入した、業界最先端の完成車工場である。

ここ数年、国内の新車販売台数は年間およそ500万台前後で横ばい
の傾向にあり、かつてのような右肩上がりの成長は見込めなくなって
いる。そこで生産の徹底的な効率化と省エネルギー化によってコスト
競争力を高めようとの狙いで同工場は建設された。緑地を含む敷地面
積は95万平方メートルと広大で、フル稼働時には年産25万台の生産
能力を予定する。2014年3月時点で「フィット（FIT）」および「ヴェゼル

（VEZEL）」の生産が行われている。

さらに寄居工場はいわゆる「マザー工場」としての役割も担う。同工場
の生産技術やノウハウを国内および海外の生産拠点に順次展開し、グ
ローバルな競争力を高めていこうという計画だ。

【事例のポイント】
1. マザー工場にふさわしいシンプルかつ堅牢なネットワークを構築
2. FA制御機器の「見える化」を実現し、運用管理業務や保全業務を効率化
3. 安全情報もネットワークでやりとりすることで、柔軟な増設や変更が可能に

Case study

こうした使命を与えられた寄居工場を建設するにあたって、ライン制御
機器の設計および選定が2011年後半から本格的に進められた。制御
機器の選定に関わり、現在は車体組立ライン生産設備の保全責任者を
務める横向拓氏は、「最新鋭の工場にふさわしい制御機器やネットワーク
はどうあるべきか、という観点で検討を進めていきました」と振り返る。

車体組立ラインの制御ネットワークの構築でまず課題になったのは、
ネットワークの全体アーキテクチャをどうするかだった。「寄居工場全体
を単一のネットワークで接続するフラットな構成も候補にのぼりました
が、ひとつの障害で工場全体のネットワークが停止してしまう可能性を
考慮し、目的に応じた複数のネットワークを採用すべきとの判断に至り
ました」（横向氏）。

ただし、用途ごとに個別のネットワークを敷設したのではシステムが複
雑になるばかりか導入コストや運用コストが上がってしまう。また、マ
ザー工場である寄居工場のノウハウを他工場に展開することを考える
と、堅牢性がありながらもシンプルな構成が望ましい。

こうしたアーキテクチャの検討と同時に、ネットワークの要件として二つ
の機能を定めた。ひとつがFA制御機器の集中的な「見える化」の実現で
ある。車体組立ラインだけを見ても数十台のシーケンサが設置されるた
め個別に管理したのでは効率が悪くなってしまう。FA制御機器の設定、
監視、故障検出などをネットワークを介して集中的に行える環境の構築
を目標に据えた。

もうひとつが「安全信号」のやり取りだ。作業者が立入禁止エリアに入り
込んだりロボットに接近した場合、安全確保のためにセンサーで検知し
て生産設備を停止（インターロック）しなければならないが、リレーを使っ
て安全回路をハードウェア的に構成する旧来の方法ではラインの増設
や変更に伴う組み替えに多大な工数がかかってしまうという課題があっ
た。そこで安全信号についてもネットワーク化し、ラインの変更に応じて
フレキシブルに組み換えられるような仕組みを目指した。

こうした要件などを踏まえて横向氏らが着目したのが、三菱電機がソ
リューションとして提供している「CC-Link IE フィールドネットワーク」

機器の見える化や安全機能の自由度向上を目指す

「CC-Link IE フィールドネットワーク」を選定
最先端の生産技術を導入し、「フィット」の生産では50秒を切るタクトタイム
を実現したホンダの寄居工場
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だった。「CC-Link IE フィールドネットワーク」を使えば、シーケンサやコ
ントローラに与える制御情報のほか、FA制御機器の保全情報や安全情
報も一本のEthernetケーブルでやりとりできる。

「三菱電機から『CC-Link IE フィールド
ネットワーク』を紹介されたときに、保全
情報や安全情報も扱えることや、さまざ
まな現場のニーズが反映されているこ
とを知って、それであれば最先端の寄居
工場にふさわしいシンプルかつ高信頼
なネットワークが構築できると考えまし
た」（横向氏）。

また、FA制御機器との親和性もポイント
になった。「車体組立ラインは予定の生
産台数をこなすためにもラインの稼働
率を100％近くに常に維持する必要があり、FA制御機器には信頼性や
実績が要求されます。そこで、寄居工場の車体組立ライン向けFA制御
機器の選定にあたっては、狭山工場で長年に亘って利用実績があり、私
自身もかねてから高く評価している三菱電機製FA制御機器の導入を社
内で提案しました。『CC-Link IE フィールドネットワーク』はこれら三菱
電機製の制御機器と親和性が高いため、両者を組み合わせることで最
適なシステムを構築できると考えたからです」（同氏）。

CC-Link IE フィールドネッ
トワークは、物理層およ
びデータリンク層に通常
のEthernetと同じIEEE 
802.3（1000BASE-T）
を採用したフィールド向け
のオープンなネットワーク
で、業界団体であるCC-

Link協会（http://www.cc-link.org/jp/）によって標準化と普及が進め
られている。高速なI/O制御やコントローラ分散制御などをカバーすると
ともに、スター型やリング型などフレキシブルなネットワークトポロジー
が組めるため、制御機器の配置や構成の自由度が高い。また、コントロー
ラ機器の管理（設定およびモニター）や保全（監視および故障検出）に
も対応しているほか、複数の安全シーケンサ間で安全情報を共有できる

「安全通信機能」も装備するなどの特徴がある。

ホンダ社内でのさまざまな検討を経て、最終的に三菱電機のFA制御機
器と同じく三菱電機の「CC-Link IE フィールドネットワーク」ソリューショ
ンが車体組立ラインに採用され、2012年11月から据付けとテストが
順次進められた。なお、詳しい説明は省略するが、実際にはプレス工程、
樹脂成型工程、車体塗装等、他のラインにも三菱電機のソリューションが
導入されている。

Case study

ホンダ寄居工場は2013年7月に操業を開始したのち、2013年9月か
らは2直体制の本格稼動に入っている。「設備やFA機器のトラブル発生
時でも、CC-Link IE Fieldの診断機能により、不具合箇所特定までの時
間が短縮される等、元々狙っていた‘見える化’の効果を実感しています。
また、システムの構築やサポートを含めて、三菱電機の対応にはとても
満足しています」と横向氏は評価する。

今回の「CC-Link IE フィールドネットワーク」の導入によって、当初の目
論見どおり、FA制御機器による集中的な「見える化」が実現された。「車
体組立ラインには50
台ほどの三菱電機製
シーケンサが導入され
ていますが、必要な信
号が届いていないなど
の状態やトラブルを集
中的に把握できるよう
になり、運用管理の効
率がきわめて高くなっ
たほか、復旧に要する
時間も短縮されました」

（同氏）。

また安全情報については、三菱電機製の安全シーケンサを追加する場
合でも「CC-Link IE フィールドネットワーク」の空きポートにLANケーブ
ルで接続するだけで増設作業が完了するため、インターロックをすぐに
適用できるなど作業負担が軽減された。

ホンダ社内ではこうしたメリットを高く評価し、2014年1月に稼働を開
始したメキシコの新工場にも、同様のシステムを導入している。まさにマ
ザー工場としての役目を果たしているといえるだろう。

自動車産業を取り巻く市場の状況は大きく変化している。先進国では新
車販売が伸び悩む一方で新興国市場では大きな成長が見込まれてお
り、さまざまな自動車メーカーが覇権を競っている状況だ。生産の効率
化による競争力向上は自動車メーカーにとって常に命題であり、ホンダ
も寄居工場をマザー工場としながらさらなる効率化を目指していく考
えだ。将来の先進的な生産体制の構築に向けて、三菱電機のFA統合ソ
リューションに対する期待はいっそう高まっているといえるだろう。

50台のシーケンサの一括管理と運用効率化を実現

本田技研工業株式会社 埼玉製
作所 寄居工場寄居管理ブロッ
ク 保全責任者 横向 拓 氏

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

CC-Link IE フィールドネットワーク
1つのネットワークで高速なI/O制御からコント
ローラ分散制御までをカバーし、機器のレイア
ウトに合わせた自由度の高い配線性をも実現す
るEthernetベースのオープンフィールドネット
ワークです。

MELSEC-Qシリーズ
ナノオーダの高速な基本命令処理により装置、機械
のパフォーマンスを飛躍的に向上する新世代シー
ケンサ「MELSEC-Q」。
日々高度化する生産設備や製造設備に対応して高
速・高精度・大容量のデータ処理、マシン制御を実現
します。

三菱電機FAサイト2014年7月掲載

車体組立ラインに採用されている
三菱電機のシーケンサ

「MELSEC-Qシリーズ」

システム構成イメージ図

※本図はイメージであり、実際の
　寄居工場とは異なります。

⃝設立：1948年9月24日　
⃝事業内容：四輪車や二輪車などの製造および販売

●FITおよびVEZELは本田技研工業の登録商標です。

本田技研工業株式会社
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オムニヨシダ株式会社

センサ管理による予防保全と安全性確保
搬送機器メーカーのオムニヨシダ株式会社は、垂直搬送機の安全性を高めるために、「安全シーケンサ」を組み込んだ搬送機を開発した。垂直搬送機に
はもとから故障時のリスクを回避するシステムが組まれているものの、「ISO13849-1」「IEC 61508」の安全規格に適合した安全シーケンサの採用
により、シーケンサそのものの故障によるリスク低減も図るという、より安全面に配慮した新しい搬送機となる。またセンサの管理を効率化するために、
エニイワイヤのセンサ管理ソリューション「AnyWireASLINK」を組み合わせ、センサ自体の故障によるトラブルも未然に防ぐ仕組みがとられている。

倉庫や工場などで使わ
れる搬送機など、物流機
械を開発・販売するオム
ニヨシダ。リフトやコンベ
ヤ、シャトルローダーなど
その取り扱い製品は多
岐に渡るが、中でも同社
の事業の大きな柱となっ
ているのが、「オムニリフ
ター」と呼ばれる垂直搬
送機だ。上層のフロアと
下層のフロアの間でパレットや台車を搬送する機器で、同社のオムニリ
フターは特に強度に優れているのが特徴。数トンレベルの荷物でも、高
速に搬送できる性能を持っていることが高く評価され、大手運輸会社の
物流拠点などに幅広く採用されている。

モノを動かす搬送機器には、周りで作業するスタッフや荷物そのものの
ガードも含めた安全性の確保が欠かせない。特にオムニリフターのよう
に重量のある荷物を上下に搬送する機器は、万が一荷物が落下したりす
ると大きな事故につながりかねないため、安全に搬送するための仕組み
が何重にも亘ってとられている。

オムニリフターには、光電スイッチを始めとした100組前後のセンサ類
を備えている機種が少なくない。搬送するパレットに台車が確実に乗っ
ているか、台車を押してきた作業者は装置の周囲から退出しているか、
パレットは確実に昇降路内に収まっているか、などを光電スイッチからの
情報で確認し、安全性に影響を及ぼすような状況が見つかれば、搬送機
は運転を自動的に停止するというシステムだ。

【事例のポイント】
1. シーケンサ＋CC-Link IE Field+CC-Link Safetyで安全性確保の機能性、信頼性を向上
2. 自己診断可能な安全シーケンサで故障をタイムロスなく検知
3. 多数のセンサを集中管理し予防保全や断線箇所特定が可能に

Case study

こうした制御に、従来同社は安全リレーを使っ
てきたが、「安全性は、追求して追求し過ぎるこ
とはないのです。」と同社生産部部長の松内幸
次氏は言う。もう一段上の安全性確保を目指
し、安全リレーだけでなく高精度で高速な制御
が可能なシーケンサを使用、そのシーケンサ
の中でも同社が着目したものが安全シーケンサ

「MELSEC-QS」シリーズだった。

安全性を最優先する、と言っても肝心の安全ための制御を行っている
シーケンサ自体が壊れ、危険になってしまうと、安全は果たせなくなる。
そこで今回同社が安全性を高める為に選んだのは、安全規格に適合した
安全シーケンサのMELSEC-QSだった。MELSEC-QSはMELSEC-Q
をベースに作られた安全制御のためのシーケンサである。安全制御に使
用できるように安全シーケンサ自体に故障が発生した場合には、自己診
断により故障を検出し安全出力をOFFする。また、外部機器との配線の
診断機能を持っており、配線に問題がある場合は異常を検出するので、
故障時でも安全性を確保できるようになる、というわけである。

三菱電機の安全シーケンサは、一般制御を行っているシーケンサと同様
の操作性で安全制御を構築できる。（中・大規模の安全制御にCC-Link 
IE Field、CC-Link Safetyによる分散制御とラダー＆ファンクションブ
ロックによるフレキシブルなプログラミングが可能。）安全に関する追加
機能を理解する必要はあるが、基本的な操作・仕様は一般のシーケンサ
と同様で短時間でシステム構築ができ、システム構成の変更で安全入出
力機器を増やした場合も、CC-Link Safetyのリモートに配線し、設定と
プログラム変更が容易である。また、ネットワークの異常や配線の問題箇
所も診断結果として確認できるので、短時間の対応が可能となる。

「リレーで安全回路を組むことはできますが、回路が固定的なものになり
融通が利きません。シーケンサとフィールドネットワークの組み合わせなら
ば、搬送機の構成が変わっても容易にシステムの組み直しが可能。このフ
レキシブル性が魅力です。」（生産部設計課制御担当課長の中野勝利氏）。

安全通信機能の優先を担保する、
２個のCPU

システム構成の組み直しにも有効な、「CC-Link 
Safety」、「CC-Link IE Field」の高い融通性

「安全対策にはゴールはない」

オムニヨシダ生産部部
長の松内幸次氏

オムニヨシダの垂直搬送機「オムニリフター」は強度に優れ、重い荷物の搬送
にも対応できるのが特徴
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中野氏は「開発環境は一般のシーケンサと同じ
なため、プログラミング開発も容易でした」と話
す。一般的に安全シーケンサは、普通のシーケ
ンサと違う特別な開発環境を必要とすることが
多いが、MELSEC-QSは同じ開発環境が使え
る。そのため安全シーケンサへの移行が容易と
いうわけである。

さらに今回開発した垂直搬送機では、安全性確保のカギを握るセンサの
管理についても工夫を施している。センサを集中管理するエニイワイヤ
のセンサ管理ソリューション「AnyWireASLINK」の採用だ。

センサは経年変化により、汚れによる光量の低下や断線による機能停止
が避けられない。またちょっとした衝撃などで位置ずれが起きると、やは
り十分な機能を提供できなくなる。そのため停
止する前のメンテナンスが重要だが、搭載する
センサの数が100組にものぼると、メンテナン
スが必要なものを見分けるのが難しい。

また停止した際も、100組のセンサのうち具体
的にどれに不具合が発生しているのか、見つけ
るのにも手間がかかる。「センサが壊れる前に
適切なメンテナンスを行えるようにするには、見
える化が必要と考えました」（生産部設計課制
御担当の木下太一氏）。

そこで採用したのがAnyWireASLINKだった。多数のセンサを集中管
理することを可能にするソリューションで、光量のレベルを常に監視する
ことで、検知が不能になる前に交換や清掃などを施すことができる。また
断線時にその場所をすぐに特定することができ、短時間で原因究明が可
能になるという効果ももたらす。

AnyWireASLINKを垂直搬送機のセンサ管理機能として組み込むこと
で、「センサのライフサイクルの中で、いつどのセンサを交換すればよい
かが分かるようになりました」と木下氏は評価する。

またAnyWireASLINKは、ターミナルを介して多数のセンサのケー
ブルを集約することができるため、省配線を実現できる点も大きなメ
リットだ。「特に搬送機が数多く並ぶ現場ほど、大きな効果が得られる
でしょう」（中野氏）。今回の垂直搬送機では、従来に比べて約30％

Case study

のケーブル削減が実現できたという。その分、断線によるトラブルの
リスクは低減できることになる。

今回開発した垂直搬送機は特定顧客のオーダーに基づいて開発した
もので、現時点では具体的な型番を持つ製品とはなっていない。しかし

「オーダーがあればいつでも提供できるようにし、高い安全性を求める
ユーザのニーズに応えていきたい（松内氏）」。

その強い思いは搬送機器市場のリーディングカンパニーとしての
オムニヨシダ株式会社ならではのミッションでもある。

センサが故障する前にメンテナンス

開発のしやすさも、安全シーケンサ
を使うことを決めた理由の一つ

オムニヨシダ生産部設
計課制御担当課長の
中野勝利氏

オムニヨシダ生産部設
計課制御担当の
木下太一氏

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

AnyWireASLINK
たMELSERVOの最新作です。セーフティ規格対
応やエコ時代に応える省エネ機能を搭載。

FAネットワーク
生産現場を危険から守る、安全フィールドネットワー
ク「CC-Link Safety」、自由度の高い配線性を実現
できるEthernetベースのオープンフィールドネット
ワーク「CC-Link IE フィールド」をご採用いただき
ました。

MELSEC-QS 安全シーケンサ
国際安全規格の適合認証を取得した安全制御のた
めのシーケンサ。安全I/O点数の多い大規模なライ
ンの安全制御システム構築に最適です。

安全ソリューション
安全システムの構築に必要な、安全制御機器、安全
駆動機器、安全コンポーネントを取りそろえ、その3
つを連携させた安全トータルソリューションをご提
案しています。

三菱電機FAサイト2014年11月掲載

AnyWire

SET

LJ51AW12BY
RUN  LINK  SET  ALM

24V
0V
DP
DN
LG

2 
 1

2 
 1

2 
 1

2 
 1

2 
 1

ASLINKER
（ケーブルタイプ）

ASLINKER
（M12コネクタタイプ）

AnyWireASLINKマスタユニット

2線式（非絶縁）2線式（非絶縁）

シーケンサ

DC24V

専用フラット
ケーブル（2線）

2  1

2  1

ASLINKAMP

ASLINKSENSOR

アドレスライタ

2  1

2  1

2 
 1

2 
 1

2 
 1

ターミネータ（伝送ライン用）

2Pリンクコネクタ

光電センサ
（透過式）

2 
 1

近接センサ

アンプ1台で使用（親機のみ）

アンプ複数台で使用（親機＋子機）

汎用ヘッド
（光電、ファイバ）

汎用ヘッド
（光電、ファイバ）

2  1

2線式（非絶縁）

2線式（非絶縁）

フォトインタラプタ

AnyWireASLINKの構成。設備にある多数のセンサを一括管理する

⃝創立：1929年4月
⃝事業内容：物流機械器具及び省力機器全般の設計・製造・販売事業など
⃝URL：http://www.omni-yoshida.co.jp/
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三菱電機名古屋製作所

C言語コントローラは三菱電機の名古屋製作所で作られています。その名古屋製作所の至るところで、C言語コントローラが実際に稼働中です。製
品の出荷前試験装置を制御するパソコンの代わりにC言語コントローラを配置することで、耐久性や保守性の向上などにより運用保守コストを6分
の1にまで削減しています。

三菱電機名古屋製作所は、FA関連製品の中心的な製造拠点です。C言
語コントローラをはじめ三菱電機のシーケンサやGOT、インバータなど
の多くはここで組み立てられ、出荷されています。

いずれの製品にも共
通する製造工程の一
つが、組み立て後の出
荷試験です。部品を実
装した基板などを組み
立てた後、一つひとつ
の機能が正しく動作す
るかなどを全数チェッ
クします。シーケンサ
のCPUユニットの場
合、そのチェック項目
は30種類以上に及び、しかも製品ごとにチェック内容が異なるため、出
荷試験の自動化が欠かせません。

出荷試験自動化のために、名古屋製作所や協力工場では自社で開発した
試験装置を使用しています。試験装置はWindowsベースのパソコンと
Visual Basicで開発したアプリケーションからなり、その基本的な構成
は20年以上変わらなかったものの、製品数の増加などで試験装置が増
えてくるにつれて、システムの管理・保守の工数が増加傾向にありました。

【事例のポイント】
1. 故障対応にかかる負担を軽減し、運用保守コストを大幅に削減
2. 生産現場に適したFA機器採用で長期信頼性、対環境性などを高めシステムの安定性を確保
3. 省配線化が実現しシステムがコンパクトに

Case study

管理・保守の工数が増える大きな
要因は試験装置に搭載したパソコ
ンの故障です。一般の事務用途と
違い生産現場のパソコンは高負荷
で長時間動き続けているうえに、振
動やほこりなども多いため、パソコ
ンを使用し続けるには厳しい環境
です。特にハードディスクに故障が
起きやすく、生産現場では故障に
備えて予備のハードディスクも用
意しているものの、故障時には試
験装置を止めて交換や立ち上げ調
整をしなくてはなりません。

パソコンの製品サイクルも、試験
装置を運用するうえでは悩みの種
でした。本体の販売中止やOSのサ
ポート切れなどで、「現在使ってい
るものと同じものが、手に入らない
ことがある」（名古屋製作所FA工作
部設備開発課長の喜多博文）ため
です。出荷試験という特定の目的
を満たせるならば、パソコンは最新
のものである必要はありません。む
しろ新しくなると改めて動作確認な
どが必要なため、導入には負担が
伴います。しかしパソコンの製品サ
イクルは速く、半ば必然的に新しい
ものを導入せざるをえませんでし
た。特に「OSの更新の際には、新し
いシステムを作るぐらいの手間が
かかっていました」（喜多）。

作る製品の種類が増えれば増えるほど試験装置も増えるため、試験
装置にパソコンを使うことによる問題は将来的にも広がる恐れがあり
ます。そこでC言語コントローラを、パソコンの代わりに使用すること
にしたのです。

同じパソコンが手に入らない

名古屋製作所 FA工作部
設備開発課長 喜多博文

名古屋製作所 FA工作部
設備開発課専任 加藤 浩

従来のパソコンベースの試験装置のシステム構成

耐久性の向上で運用保守コストを6分の1に低減
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C言語コントローラは、シーケンサのベースユニットに装着することで、
シーケンサをC言語で制御可能にするCPUユニットです。名古屋製作所
では2010年から、試験装置内のパソコンを順次C言語コントローラへ
移行することにしました。従来のシステムでは、パソコンにシーケンサの
ほか、パソコンを操作するためのキーボードやディスプレイ、プリンタや
LANがつながっていました。LANの先には生産管理データベースがあ
り、シーケンサによる試験結果の情報が蓄積される仕組みです。

C言語コントローラはこのパソコンの部分をそのまま置き換えるもので
す。C言語コントローラはUSBやLAN、VGAのインタフェースも持って
おり、パソコンで使っていた周辺機器がそのままつながるため、システム
構成はほとんど変わらないことになります。

C言語コントローラがパソコン利用にまつわる問題の解決に有効な理由
の一つは、FA専用に作られている点です。生産現場での使用を前提で
開発されているため、パソコンに起こりがちな故障要因となるハードディ
スクなどの駆動部がなく、故障のリスクが大幅に低減しています。また長
期に渡り製品供給が不可欠なFA機器では、パソコンのような速い製品
サイクルはなく、販売中止による影響を受けることが少ないことも、C言
語コントローラがパソコンの代替として効果を持つ理由です。

名古屋製作所ではシーケンサの試験装置を皮切りにC言語コントローラ
への置き換えを開始。当初はC言語コントローラとパソコンを併用する
形での移行でしたが、C言語コントローラのラインナップ拡充に伴い機
能強化が進み、C言語コントローラ単独でもほとんどの機能をカバーで
きるようになり、置き換えが加速しています。

Case study

C言語コントローラへの置き換えは、パソコンの耐久性や供給面以外
の効果ももたらしています。「省配線化でシステムがコンパクトになっ
た」（名古屋製作所FA工作部設備開発課専任の加藤浩）ことです。C
言語コントローラはベースユニットと一体化しているため、複雑な配
線が必要なくなり、さらにパソコンを設置するスペースも不要になっ
たからです。

喜多のチームでは、パソコンからC言語コントローラへの切り替えによる
導入効果を試算しました。それによると、従来のパソコンをベースとした
試験装置の場合、パソコンの製品寿命から約4年でパソコン交換の必要
があり、新しいパソコンへのシステム変更やその動作検証など煩雑な交
換調整が発生していました。

これに対しC言語コントローラは、FA向けに作られているため耐久性に
優れ、少なくとも約10年間は期待できます。また更新時の試験ソフト
ウェア修正も小幅で済むことから運用保守コストはパソコン使用時に比
べて「1年当たりで比較すると、パソコンベースのシステムに比べて6分
の1に低減できる計算になりました」（喜多）。

2015年夏現在、FA関連製品の製造工程で動いている出荷試験の装置
は、名古屋製作所や協力工場、海外の工場を合わせて約700台にのぼ
り、しかもその数は製品ラインナップの増加などにより毎年約20台ずつ
のペースで増えています。そのままでは管理の負担は増す一方になりま
すが、運用保守コスト低減に効果的なC言語コントローラへの置き換え
でその不安も払拭されつつあります。名古屋製作所では置き換えを今
後も展開していく予定で、運用保守コスト削減とそれによる装置全体の
TCO削減はさらに進むと期待されています。

周辺機器がそのまま使える 複雑な配線が不要に

10年間の継続使用が期待できる

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

MELSEC iQ－RシリーズC言語コントローラ
スタンダードモデル“R12CCPU-V”
従来のマイコンボード、パソコンなどのC言語資産
を流用でき、VxWorksを搭載したコントローラによ
り、リアルタイム性の高い装置を実現するCPU。

三菱電機FAサイト2015年10月掲載

C言語コントローラ導入後の試験装置のシステム構成

C言語コントローラを使用したシステムの一つ、ベースユニットの試験装置。
ベースユニットの入出力が正しく行われているかのテストをC言語コント
ローラで制御し、生産管理データベースに集約する
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三菱電機名古屋製作所

空調/照明制御強化によるエネルギー使用量削減
e-F@ctoryの最新技術を集めた三菱電機名古屋製作所の生産棟「E4棟」。e-F@ctoryの技術により実現したのは高い生産性や品質だけではあり
ません。ものづくりにおいて重要な「省エネ」も、E4棟ではe-F@ctoryの導入により従来よりワンランク上のレベルを達成しています。省エネ推進に
必要なエネルギーの見える化を、シーケンサとオープンネットワークによって可能にすると同時に、システムに柔軟性を持たせることで、一層の省エ
ネを実現しやすい環境を整えています。

シーケンサや表示器などを
生産する名古屋製作所E4
棟は、e-F@ctoryの技術を
集積したモデル工場の役
割も担っています。e-F@
ctoryの思想を具現化する
モデル工場として、生産性
や品質の向上と同様に追求
しているのが省エネです。

具体的には、製造業に限らず一般企業
のオフィスでも課題である「空調」や「照
明」の省エネ化です。「E4棟では空調や
照明の省エネ化を、e-F@ctoryの技術
を活用して取り組むことにしました」（名
古屋製作所生産システム推進部生産企
画課長の岸利信）。

省エネを推進するには、エネルギー使用
量を見える化するとともに、空調や照明
を細かく制御しなければなりません。こ
うした目的のために一般的なオフィスビルや工場などでは、ビル管理シ
ステムや空調機器などのベンダーが提供する専用コントローラを使用
します。しかしE4棟は専用コントローラの代わりにe-F@ctoryの技術、
具体的には生産ラインの制御に使うシーケンサを使うことにしました。

まず空調ですが、従来の外調機は専用の制御機器を使用し外から取り
込む空気の加温や冷却を行っていましたが、E4棟ではシーケンサを導
入して制御することにしました。E4棟では室内の温度や湿度をセンサ
で監視し、シーケンサに情報を集約しています。生産設備の稼働が上が
ることによって室内温度が上昇したり排気量が増えた場合には、シーケ
ンサが外調機をコントロールし、給気風量を調整して室内への給気温度
や湿度を適切な状態に維持するなど、風量と温湿度の両面から最適な
空調制御が可能となりました。外調機とシーケンサはE4棟の1階から
6階までフロアごとに設置され、さらに各フロアのシーケンサはオープ
ンフィールドネットワーク「CC-Link IE」によって結ばれ、中央監視用の
シーケンサにより統括管理されています。

【事例のポイント】
1. 空調や照明をシーケンサで制御し、エネルギーの見える化を推進
2. 汎用のシーケンサを用い、メンテナンスや改善を容易に実現
3. 高効率の機器と組み合わせることでトータル30％の省エネ実現

中央監視用のシーケンサは、SCADAソフト「MC Works」から操作で
きるようになっており、各フロアのシーケンサとその先につながる外調
機や外気取り込み口のダンパーなどを制
御すると同時に、各フロアの消費電力の推
移を管理しています。生産現場でのe-F@
ctory活用では、現場の機器や設備のデー
タをシーケンサで集約し、ICT側のシステ
ムで分析し見える化することで、現場の改
善を推し進めることができます。それと同
じ仕組みを空調制御に適用したのがE4棟
であり、e-F@ctoryで省エネ活動を推進
することができるわけです。

こうした空調の集中制御システムを専用
コントローラではなく、シーケンサで構成
した理由の一つは、システムの保守性を高
めるためです。「汎用のシーケンサとオー
プンネットワークのCC-Link IEで構成さ
れているため、保守作業を専用コントロー
ラの技術者に依存することなく、現場の生
産技術者が自分たちで行えるようになり
ます」（名古屋製作所生産システム推進部
環境推進課専任の小島淳）。

空調制御の専用コントローラによるシステムの保守の場合には、当然な
がら専用コントローラのノウハウが必要です。そのためレイアウト変更
のたびにベンダーの技術者を派遣してもらわなくてはなりません。しか

汎用品だから柔軟性高く安価に構築

名古屋製作所
生産システム推進部 
生産企画課長 岸 利信

名古屋製作所
生産システム推進部
環境推進課専任 小島 淳

空調制御用にE4棟の随所に
設置された温湿度センサ

E4棟の空調管理の仕組み。シーケンサで外調機を制御し、表示器やMC 
Worksから操作できる

Case study
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導入した当社製品・ソリューションのご紹介

三菱FA統合ソリューションe-F@ctory
e-F@ctoryは、「生産情報の見える化」「エネルギー
の見える化」「安全の見える化」の実現による企業の
TCO削減、企業価値向上を支援します。

CC-Link IE フィールドネットワーク
1つのネットワークで高速なI/O制御からコントロー
ラ分散制御までをカバーし、機器のレイアウトに合
わせた自由度の高い配線性をも実現するEthernet
ベースのオープンフィールドネットワークです。

MELSEC iQ-Rシリーズ
三菱電機が提案する次世代トータルソリューション
の中核。激しい市場競争に打ち勝つために、生産
性が高く、製造品質の安定したオートメーションシ
ステムを構築したい。このようなお客様の課題を、
MELSEC iQ-Rシリーズは「TCO削減」「信頼性」

「継承」の3つの視点から解決します。

三菱電機FAサイト2015年9月掲載

しシステムがシーケンサで組まれていれば、生産設備の運用保守におい
て、シーケンサを使い慣れている現場の生産技術者によって保守するこ
とができます。システムの改善などを自分たちで随時行うことができ、柔
軟性が高まるというわけです。また汎用の製品と技術のため、専用コント
ローラよりも安価にシステムを構成できるという利点もあります。

半面、シーケンサはもともと生産設備の制御用として作られているため、
空調制御の専用コントローラと同等の機能を実現するのは容易ではあ
りません。そこでE4棟のe-F@ctory
導入を進めるワーキンググループは、
三菱電機の冷熱システム製作所と共
同で、シーケンサを空調制御に使うた
めのファンクションブロック※を開発し、
E4棟で使用するシーケンサに搭載す
ることにより、専用コントローラと同等
の機能を実現することができました。

冷熱システム製作所は業務用空調機などを開発する拠点であり、空調
の制御に関して高い技術力を持っています。そのノウハウをシーケンサ
のプログラムに反映させるために、名古屋製作所と共同でファンクショ
ンブロックを開発し、シーケンサに搭載することで、汎用のシーケンサで
も高度の空調制御を可能にしました。ファンクションブロックはE4棟の
システムに限らず再利用することが可能なため、今後シーケンサを空調
制御に活用するケースの拡大につながることが期待されています。

もう一つの省エネ化の軸である「照明」につ
いても、シーケンサがきめ細かい制御を行っ
ています。シーケンサと照明器具の間に照明
を制御するゲートウェイを置き、それを介して
シーケンサから照明の明るさや点灯／消灯を
制御する仕組みです。空調同様に照明制御用
のファンクションブロックを開発し、シーケンサ
に搭載。エリアごとに設置した調光センサが周
辺の明るさを検知し、必要な光を提供します。

シーケンサなどを生産するE4棟では、作業の内容によって現場に必要
な明るさはそれぞれ異なります。外光も考慮しながら照明ゲートウェイ
がどの程度明るさが足りないかを計算し、必要な分だけの光を供給する
ため、電力消費も最小限に抑えることができます。

「照明の制御をシーケンサから行っている
ため、エリアごとの照明の情報収集や点灯
／消灯の操作は、シーケンサに接続された
表示器から行うことができます。またその
情報は中央監視のシーケンサに集約され、
改善のための指標として生かすことができ
ます」（システム設計を担当した三菱電機ビ
ルテクノサービス中部支社ファシリティ部
営業技術課の日比正人主任）。照明におい
ても、e-F@ctoryによる見える化と、それに
よる改善の推進が可能となったわけです。

E4棟では現在、e-F@ctoryによりどの程
度の省エネ効果を得られたか、データを収
集し分析中ですが、シーケンサによる細か
い制御が可能になったことで、以前に比べ
て約10％の消費電力削減を実現できた
と見ています。

シーケンサ活用と同時に、外調機内のモー
タをエネルギー効率の高いプレミアム高効
率IPMモータに置き換えるほか、受変電設備にも高効率のトップランナー
変圧器などを使用することで、機器そのものの省エネ化を推進。それらの
効果も合わせると約30％の省エネが実現できたと試算しています。

E4棟では改善活動を通し、いろいろな方法を試しながら、さらに効果的
な省エネの方法を追求していく方針です。そのために必要なのは、どの
方法が効果的だったかを適切に検証
すると同時に、効果的と判断した方法
を実際のシステムに反映していくこ
とです。シーケンサという生産技術
者が使い慣れた機器を使うことで、シ
ステムの改修を自分たちで随時行え
るようになったことは、省エネ推進活
動を継続的なものにするうえで大き
なメリットをもたらしています。

空調機部門とモジュールを共同開発

さらに効果的な省エネを追求

必要な明るさだけ供給

シーケンサ用の空調制御ファンク
ションブロックを共同で開発した
三菱電機冷熱システム製作所

照明の制御盤。中央が照
明を制御するゲートウェイ

三菱電機ビルテクノサービ
ス中部支社ファシリティ部営
業技術課主任 日比正人氏

E4棟は太陽光もエネルギー源に
積極的に取り入れている

エネ ル ギ ー 計 測 ユ ニット
「EcoMonitor Pro」で省
エネ効果を検証

外調機内にはプレミアム高効率IPMモータ（左）、インバータにはCC-Link IE
対応「FREQROL-F800」（右）など、機器自体も省エネ効果の高いものを活用

Case study

※ファンクションブロック＝シーケンスプログラム内で繰り返し使用する回路ブ
ロックを部品化して、シーケンスプログラムの中で流用できるようにしたもの
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三菱電機名古屋製作所

生産実績の見える化と設備稼働率向上
三菱電機名古屋製作所では、シーケンサや表示器を生産するE4棟にe-F@ctoryの技術を結集。最新のものづくりを展開しています。その6階では
機械による自動化を追求しています。自動化を進めるうえで必要なのは、設備の稼働状況を極限まで高めることです。設備の稼働率を低下させるよ
うな事象をe-F@ctoryでいち早く察知し、大きく低下する前に保守を行うことで、高い稼働率を維持しています。

シーケンサや表示器を生産する名古屋製作所E4棟。その6階の生産
フロアでは、電子部品の面実装作業が行われています。基板の裏表に
1000個以上の電子部品を搭載する作業です。ほとんどの部品につい
ては搭載する作業が自動化されており、基板へのクリームはんだの印
刷、搭載する部品の取り出しと基板への実装、電気炉による加熱など一
連の実装工程が、一つの生産ラインを構成しています。

自動化した生産ラインの稼働率を高めるためには、設備の異常や停止
を可能な限り抑え、設備稼働中は常に正常な作業を行い続けるように
管理しなくてはなりません。高度な管理を目指す面実装工程の中で特
に対応が必要とされるのが、部品を吸着して基板に実装する工程です。

基板に実装する部品は、リール状のテープに1個ずつ収められた形でサ
プライヤから供給されています。実装する装置はその部品を吸着により
テープから取り出し、基板の上に搭載していきます。この工程で吸着ミ
スなどが起こりやすく、稼働率を高める上で課題となっていました。

部品を実装する際のミスの種類は主に2つ。部品を吸着し損ねた場合
と、部品を吸着した時の角度が異常になってしまった場合です。部品を
吸着し損ねる現象は、吸着するノズル先端に汚れや欠けがあったり、部

【事例のポイント】
1. 生産量の計画と実績をリアルタイムで見える化し、問題の存在をいち早く提示
2. 稼働率低下時には関連データを調べて、原因の分析と対策を可能に
3. 現場の具体的なデータをもとに、設計部門との協力を推進

品を送り出すリールの送りが正しく行われなかったりすることなどが原
因で起きます。

また部品吸着時の角度異常は、ノズルが意図しないポイントを吸着し
た場合などに起こりえます。装置は吸着した部品をカメラで認識し、基
板に実装する際に自動的に角度を補正しますが、補正には限度があり、
部品の側面を吸着したような場合などはそもそも角度の補正ができな
いこともあります。その場合、吸着した部品は基板に搭載されることな
く排出されるため、その分生産のペースが鈍って稼働率が下がること
になります。

稼働率を高めるには、こうした現象をいち早く察知し、影響が広がる前
に対応することが有効です。そこでe-F@ctoryにより、設備のさまざま
なデータを取得し見える化することで、吸着ミスなどのエラー情報を早
期に検出することに務めています。

部品の吸着ミスなどによる稼働率の低下は、まず生産量の変化に表れ
ます。そこで生産量の実績データを装置から吸い上げ、その時点まで
に生産しておくべき計画値と対比させることでズレを明らかにしていま
す。実績データは、リアルタイムで収集され、複数ラインの状況を一つ
の画面で把握可能です。

リアルタイムで画面上のデータは更新されるため、計画と実績に乖離
が出始めればすぐに分かるようになっています。もし乖離が徐々に大き
くなるようであれば、装置に何らかの異常が起きていると推測できるた

生産の変化をもとに問題発見と原因分析

三菱電機名古屋製作所E4棟：面実装ライン

生産計画と実績を対比させながら、稼働状況をリアルタイムで集中管理

自動化を追求したE4棟6階の面実
装ライン

実装する部品はリール状で用意され、装置がテープから吸着して取り出し
基板に搭載

Case study

大小さまざまな電子部品が実装され
ている基板
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導入した当社製品・ソリューションのご紹介

三菱FA統合ソリューションe-F@ctory
e-F@ctoryは、「生産情報の見える化」「エネルギー
の見える化」「安全の見える化」の実現による企業の
TCO削減、企業価値向上を支援します。

三菱電機FAサイト2015年8月掲載

め、関連するデータを参照して原因を分析し、具体的な対策を始めるこ
とができます。
例えば部品を吸着するノズルの圧力が大きく下がっていれば、ノズルか
ら空気が漏れることで部品をうまく吸着できていないと考えられます。
その場合はノズルの交換などを行えばいいことになります。また部品は
正しく吸着できているにも関わらず基板に搭載できないのであれば、部
品を吸着した時の部品の角度を補正できていないことになり、角度補正
や吸着位置などに調整の必要性があることが分かります。単にエラー
情報だけ示すのではなく、関連するデータから原因の絞り込みを可能に
することで、効果的な改善策を検討できるように支援しているわけです。

「吸着が正しく行われているかは、以前から吸
着率のデータで把握することはできました。
しかしそのデータは装置に蓄積されているた
め、装置のところまで作業者が出向かない限
り見ることができません。現在はそのデータ
がネットワークを介して管理者の端末に、複数
ライン分自動的に表示させるので、変化にい
ち早く気づくことが可能になりました」（FA工
作部PC工作課組立第二係長の近藤）。

稼働率を高めるための改善には、そのきっかけ
や改善効果を検証するデータが必要です。し
かしデータの収集のサイクルが、作業者が装
置のところまで見に行くタイミングに依存する
ようでは、改善を迅速に進めることができませ
ん。e-F@ctoryによりリアルタイムで現場の
データを把握できるようになり、「改善に必要
なデータの収集から分析、次に取るべき行動
を考えるまでの時間が短くなり、PDCAサイク
ルを早く回せるようになりました」（生産システ
ム推進部生産技術第一課専任の神原）。

メンテナンス時期を正しく認識するのにも、e-F@ctoryによるデータ収
集が効果を発揮しています。吸着の工程では、同じ部品の吸着でミスが
指定回数重なると、メンテナンスを行うことを決めていました。しかしそ
のミスを示すデータは、作業者が対象機器のところに能動的に取りに行
かない限り分かりません。e-F@ctoryによる現在のシステムでは、ミス
の蓄積回数をリアルタイムで作業者の画面に表示することに加えて、メ
ンテナンスを行う回数に到達したことをアラートするので、メンテナン
スが必要な状態にもかかわらず放置されることもなくなっています。

設備の状況を示す一連のデータは、管理画面を見る作業者だけでなく、
朝礼で作業者全員に共有されます。どの工程にどのような兆候が表れ
ているか全員で共有することで、全員の知恵を集め、改善を続けていく
体制が整っています。

面実装工程は長年の改善活動の効果で、以前から高い稼働率を実現し
ていました。もとから高い値をさらに高めて100％に近づけるのは至
難の業ですが、リアルタイムの現場データを活用し変化を見える化でき
るe-F@ctoryの技術により、稼働率100％を目指した取組みを強化し
ています。

e-F@ctoryによる吸着工程のデータ収集は、ラインの設備の改善だけ
に活用されているわけではありません。吸着する部品の設計改善にも
生かされています。部品を吸着できない事象は、基本的にラインの方の
改善で解決する役割になっているものの、それでも解決できない場合
はありえるためです。その場合、e-F@ctoryで得たデータをもとに、部
品の設計から見直すことにしています。

「例えば部品の表面に細かい凹凸がある場合、吸着が安定しないことが
ありえます。試作や量産試作段階で吸着が安定しないようであれば、面
を平らにした吸着ポイントを作るように設計変更をお願いするというこ
ともあります」（近藤）。吸着の問題に現場だけが取り組むのではなく、
設計部門の協力も仰ぎながら、ものづくりの問題解決に取り組む体制
ができているわけです。

「設計部門に協力をお願いするとしても、従来
は『吸着できないから何とかしてくれ』と頼む
しかありませんでした。しかしe-F@ctoryによ
り吸着不良に至る具体的なデータを提示でき
るので、設計変更の依頼が説得力を持つよう
になっています」（FA工作部PC工作課組立第
二係班長の水谷）。

ものづくりの生産性や品質を低下させるよう
な問題は、生産現場だけが取り組めばいいも
のではなく、ものづくりに携わる企業全体で取り組む必要があります。
e-F@ctoryは明確なデータに基づく個別の問題解決に加えて、ものづ
くりの改善という共通の目標に向けて、設計や生産など各部門が相互
に協力する体制作りにも貢献していると言えるでしょう。　

「現場の変化にいち早く気づくことができる」

設計から見直して問題を根本から解決

FA工作部PC工作課
組立第二係長 近藤

生産システム推進部生産
技術第一課専任　神原

FA工作部PC工作課
組立第二係班長 水谷

e-F@ctoryの技術を集積した最新の生産棟「E4棟」

Case study
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三菱電機名古屋製作所

作業の明確化による生産性・品質の向上
三菱電機は名古屋製作所にて、e-F@ctoryの技術を集積した最新の生産棟「E4棟」の稼働を開始しました。ものづくりの見える化や省エネ化を極
限まで推し進めたE4棟の5階では、セル生産によるシーケンサや表示器の組み立てが行われています。E4棟でのそれら生産開始に際しテーマに
掲げたのが、「熟練者の負担を下げながら、新人作業者の生産性や品質を向上させること」です。

製品の高い品質と生産性を維持するためには、組み立ての際に決めら
れた方法を遵守する必要があります。シーケンサや表示器は品種が多
く、手順や使用する部品もそれぞれ異なることから、セル生産体制が
10年以上前からとられてきました。機械により自動化を徹底的に進め
たラインとは対照的に、現場の作業者が生産指示に合わせて柔軟に作
り方を変えることができるセル生産は、品種の多い製品を作るのに適し
ています。

しかし作業工程に作業者の確認が入るということは、作業者のミスによ
る製品への影響が避けられないことを意味します。作業者は人間である
以上、ミスを100％防ぐことはできません。このためシーケンサやGOT
を作るセル生産の現場では、作業者のミスを排除するためのあらゆる改
善が長らく続けられてきました。

【事例のポイント】
1. システムと連動したふた付きの棚で部品の間違いを防止
2. トルク設定されたドライバーをシステムが選択指示し、誤用による品質悪化や不具合を防ぐ
3. 現場のデータを収集し改善のきっかけを与える

Case study

その結果、作業者のミスによる製品の不良発生率はこの10年ほどで10
分の1以下にまで低下しています。それをさらにゼロに近づけるために、
e-F@ctoryの技術を総動員する形でリニューアルされたのが、このE4
棟5階の生産フロアです。新しい生産現場で目指したのは「熟練工の負
担を下げながら、新人作業者の生産性や品質を向上させること」でした。

「シーケンサの組み立てには、機種によっては1台に5種類16本ものネ
ジを使用しており、それを4本のドライバーを使い分けながら締めなくて
はなりません。複雑なためミス発生の不安がつきまといます」（FA工作
部製造技術課長の飯島幹雄）。熟練した作業者であればまだしも、生産
現場では多様な雇用形態の作業者が働いており、新人など経験の浅い
作業者も少なくありません。熟練作業者はそうした新人の指導にあたる
必要があり、余分に工数がかかるうえに、新人の育成にも時間がかかるこ
とになります。

そこで新しい生産ラインでは、指導する熟練作業者の負担を下げ、新
人が早く一本立ちできるように支援するシステムを構築することにしま
した。システムが支援するポイントは2つ、「正しい部品を使用すること」

「部品を正しい方法で取り付けること」です。

前者の「正しい部品を使用すること」については、生産指示書と表示器、
ネジの入った箱のふたを開閉するポカヨケターミナルなどで構成したシ
ステムで、部品の取り出しを正しく行えるように支援しています。生産管
理システムから提供された作業指示書のバーコードを作業者が読み込
ませると、用意すべき部品を作業者の前に置かれた表示器の画面に表
示。複数のネジ箱から、使用するネジが収められた箱のふたが開き、そこ
から指定本数を取り出すように作業者に促す仕組みです。作業者は作業
指示書の内容を確認しなくても、ネジの取り出しで間違えがなくなるわ
けです。

作業者が適切なネジを正しい数だけ取りだした後に働くのが、後者の
「部品を正しい方法で取り付けること」を支援する機能です。具体的に
は、作業者の目の前の表示器に手順を示すとともに、使用すべきドライ
バーに内蔵されたランプが点灯。作業者がそのドライバーを使って取り
付け作業が終えたら、次に使用するドライバーのランプを点灯すること

多数のねじとドライバーを使い分けなければならない

三菱電機名古屋製作所E4棟：セル生産ライン

部品を取るべき棚を示してくれる

シーケンサやGOTを作るセル生産の現場

人と機械の共存で効率性を高める5階セル生産ライン
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で、個々の部品取り付けの順番やドライバーの使い分けを間違えないよ
うな仕組みになっています。ドライバーにはそれぞれ最適なトルクが設
定されているため、正しい締め付けを維持できるのもポイントです。

「海外の工場の中には、要領書をよく見ないまま作業を進めてしまい、そ
れが品質に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。しかしこうしたシス
テムにすれば、国や地域に関係なく作業を統一できるでしょう」（飯島）。
またその締め付けデータはシーケンサからデータベースに反映される
ため、出荷後の不良発生など万が一の際に備えたトレーサビリティ確保
にもつながります。

部品の正しい選択と使用を厳守させるこの
システムは、新人作業者を教育する熟練作
業者の負荷軽減をもたらしていますが、そ
れに加えて現場に「改善のきっかけ」を提供
していることも、大きな導入効果になって
います。

「例えばネジの締め付けで特定の部分に不
良が集中しているような場合、その原因が
何であるかを考えて改善を施すことで、不
良防止による品質改善やタクトタイム短縮
をはかることができるはずです」（飯島）。ネ
ジ締めの不良が作業者の経験に比例する
形で起きているならば、熟練作業者と新人
作業者の技能差がどこにあるかを調べ、新
人に不足している技能を集中的に伝授する
ことが効果的になります。

もし締め付けの不良が、経験に関係なく特
定の部品で起きているならば、その部品に
関連した作業に何らかの無理があるとも推
察できます。その場合は、締め付けに使用

Case study

する治具の改善や、場合によっては部品や取り付け部の設計変更など、
現場だけにとどまらない幅広い改善の検討材料となりえます。

こうした改善が可能になるのは、現場の作業にまつわるデータ一つひと
つが自動的に吸い上げられ、データベース化されているからです。改善
を行う上で現場の生きたデータは不可欠で、データがなければ改善が必
要な問題点をあぶり出せないだけでなく、改善後の効果を検証すること
もできません。FA機器とICT機器の連携によるe-F@ctoryが、改善に必
要な現場のデータを提供しています。

「新興国の工場の効率を上げるために新しい生産設備を日本から持って
行っても、それだけでは生産性や品質は改善しないでしょう。また、日本
の改善手法を押しつけてもその国の国民性に合わず、逆効果になる経
験もしました。設備を生かす運用が必要で、それがe-F@ctoryだと考え
ています」（飯島）。E4棟5階のセル生産は、その運用の重要性が実際の
生産活動から分かる現場と言えるでしょう。

立ち上がって日の浅いE4棟ですが、早くもシステムは次の段階へと発
展を始めています。一つはネジの本数をリアルタイムでチェックするシス
テムです。ネジを取り出した後の箱の重さからネジの在庫量を把握し、製
品の受注情報と組み合わせて所要量計算を行い、不足分を自動発注す
るシステムの実現を目指しています。現場の作業を管理するFAのシス
テムと、生産計画や在庫を管理するICTのシステムが連携しているため
に実現しえる機能と言えます。

もう一つはネジ締めにかかる時間の測定と分析です。カメラで締め付け
にかかる時間を測定し、そのばらつきから治具改善や設計変更の必要性
を分析するものです。締め付けにかかる時間は作業者の習熟度に比例
するはずですが、両者に相関がなくランダムにばらついているのであれ
ば、習熟度とは違う何らかの要因が作業の効率化を妨げていると推測で
きるようになります。アイデア次第でさまざまなデータを取得・分析でき
るe-F@ctoryでは、システムは永遠に発展し続けます。正確なデータに基づいた改善が行える

発展を続けるシステム

手順に沿って使用するドライバーの
上部ライトが点灯する

表示器にはネジ止め箇所、その順番
など細かな指示が表示され、作業ミ
スを防止する

ネジ締めの不良のデータか
ら改善ポイントを見つけ出す

FA工作部製造技術課長の
飯島幹雄

e-F@ctoryの技術を集積した最新の生産棟「E4棟」

取り出す部品の箱の前面ランプが点灯

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

三菱FA統合ソリューションe-F@ctory
e-F@ctoryは、「生産情報の見える化」「エネルギー
の見える化」「安全の見える化」の実現による企業の
TCO削減、企業価値向上を支援します。

三菱電機FAサイト2015年4月掲載
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三菱電機福山製作所

生産現場における生産管理端末の信頼性向上
三菱電機福山製作所では、遮断器の生産ラインで三菱電機のシーケンサCPUユニット「C言語コントローラ」を活用しています。OS更新、故障対応
など維持管理が煩雑だった設備に設置していたパソコンからの置き換えを計画。設備制御をつかさどるシーケンサとの連動にすぐれた「C言語コン
トローラ」を活用し、パソコンをベースとしたシステムの弱点を解消しています。

遮断器、電力量計などの計測機器を中心とした配電制御機器、自動車用
燃料ポンプなどを生産している三菱電機福山製作所では、約140台の
パソコンが生産現場のあらゆるところで利用されてきました。生産設備
の制御や、バーコードなど製品情報の製品本体や梱包箱への印字、生産
管理情報の確認などの用途に、民生用の一般的なパソコンとその上で
動作するプログラムを活用しています。

しかしパソコンを生産現場で使い続けることには大きな課題がありまし
た。その一つがパソコンの耐久性です。一般的なオフィスに比べて振動
や塵なども多い生産現場は、パソコンにとって決して快適な環境ではな
く、ハードディスクやマザーボード、電源などが壊れることが少なくありま
せん。生産設備に適切なメンテナンスを施していても、それを制御する
パソコンが起動しなくなると設備の稼働率に大きく影響します。

またセキュリティなどリスク対策や、機器のライセンス管理が煩雑になっ
ていたことも課題でした。パソコンを使う設備では設備の資産管理以外
にパソコンの台帳管理が必要で、さらにそのパソコンのプログラム更新
などのセキュリティ管理や、インストール中のソフトウェアの定期的な管
理も行う必要があり、生産設備の中では実質的には一つの機器にもかか
わらず、煩雑な管理を要しています。

2014年にはOSの更新作業にも苦労したこともあり、福山製作所では
従来パソコン向けに作られたプログラムを、C言語コントローラを採用
するためC言語でリプレースすることにしました。C言語コントローラは
シーケンサと親和性が高く、長期安定供給を保証しているため、信頼性
の高いシステムが実現できるためです。

【事例のポイント】
1. パソコンから高信頼性のFA環境に移行し耐久性を確保
2. セキュリティ対策やメンテナンスにかかる工数を削減
3. シーケンサ連動により、省スペース化とプログラム開発効率向上を実現

Case study

福山製作所では、まず生産現場の個々のパソコンがどのような用途に使
われているかを調査。パソコンの用途を洗い出し、ソフトウェアの改造な
どでC言語コントローラを即時適用可能なもの、ミドルウェアやライブラ
リの提供で今後適用可能なもの、パソコン専用の機能が必要で当面適
用できないもの、の3つに分類しました。即時適用可能なものに関して、
設備を新規に導入または更新するシステムに対して、C言語コントローラ
を導入することにしました。

最初の導入対象になったのは、新規に構築する性能試験装置2台と、更
新の必要があった出来高表示装置1台です。性能試験は、製造した遮断
器に過電流が流れたとき、規定時間内に確実に遮断するかなどを確認す
るものです。試験対象の遮断器に付属する指示書をバーコードリーダで
読み込ませると、試験装置に規定の性能が設定され、遮断器のバーコー
ドをスキャンさせることで試験が始まる仕組みです。

また出来高表示装置は生産量をリアルタイムで集計する装置で、その日
の生産量の計画と実績を対比させ、予定のペースで生産が進んでいる
かを示すものです。

まず2014年11月に性能試験装置へ導入。パソコンベースのシステム
からシーケンサを中核にしたFAのシステムに移行しました。試験装置
は試験条件の入力や表示、試験結果の保管や表示のために、モニタや
キーボード、バーコードリーダ、データベースへのアクセスなどのインタ

PCの周辺機器をそのまま活用

C言語コントローラの特性を生かした更新計画を推進

三菱電機福山製作所とその主な製造製品

福山製作所では生産現場のあらゆるところでパソコンが使われている
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フェースが必要になります。C言語コントローラはRGBやUSB、LANな
どパソコン同様のインタフェースを持っているため、システム構成に大き
な変更を加えることなく移行が完了しました。

FA機器の一つとして開発されたC
言語コントローラは、もともと工場
内で使用することを前提に開発さ
れているため、耐久性に優れてい
ます。パソコンの場合、突然の故障
により生産設備を臨時に止めなく
てはならないケースもあったもの
の、C言語コントローラへの置き換
え後、耐久性向上により設備停止
に至るようなことはなくなり、安定
稼働を実現しています。

資産管理の面でも、煩雑なパソコ
ン管理は不要になりました。C言語
コントローラで使用するOSやプロ
グラム開発環境もオープンソース
のため、ライセンス管理も簡素化し
ています。

これらに加えて、設備の起動や終了作業の簡易化も果たしています。「毎
朝始業時に生産設備を立ち上げる際、従来は設備とは別操作でパソコ
ンの起動も必要でした。しかしC言語コントローラはシーケンサと一体化
しているため、立ち上げ作業は設備だけで済みます」（福山製作所生産
システム推進部IT企画課専任の小湊芳仁）。パソコンでは作業手順以外
の操作が可能となるため、セキュリティ対策として、電源オンだけでなく

Case study

キーボードからのパスワード入力も必須としていましたが、C言語コント
ローラの入力画面では不要な入力を制限しており、起動や終了をシーケ
ンサと一体化し簡素化を実現しました。

省スペース化もC言語コントローラに置き
換えた効果の一つです。パソコンを生産現
場で使う場合、パソコン設置用の棚などを
用意して配置しなくてはなりません。面積
あたり生産性の向上が求められる工場で
は、生産に直接寄与しない機器のためのス
ペースは最小限に抑える必要があります。
その点、C言語コントローラは小型のシーケ
ンサと一体化できるため、省スペース化を
推進できます。物理的に一体化するため配
線の簡素化も実現でき、レイアウト変更時
の配線のバラシや再結線作業などの手間も軽減しました。

パソコンからの置き換えでも、プログラムの開発に大きな工数はかかり
ませんでした。C言語コントローラはシーケンサ制御用に作られており、
シーケンサとの通信プログラムを開発する必要はなく、シーケンサが管
理する装置情報を簡単に読み取れるようになったほか、起動タイミング
の同期などパソコンでの開発では必要なものも、C言語コントローラで
は不要になったためです。

今回C言語コントローラを導入した性能試験装置と出来高表示装置
は、最初の導入対象として選ばれました。その他にも、完成品検査の装
置で必要なドライバも提供されているため、今後、新規に立ち上げる
完成品検査装置でもC言語コントローラを使ったシステムを構築する
計画です。

製品や梱包への印字などに使われるレーザマーカやラベルプリンタは、
現在C言語コントローラ用のドライバがないものの、開発が進行中です。
福山製作所でもドライバの拡充に合わせて、C言語コントローラを使った
システムを広げていく方針で、C言語コントローラの活用シーンはさらに
増えていくことが予想されます。

ドライバ拡充で用途広がる

設備の起動や終了を一本化

C言語コントローラを使った遮断器の性能試験装置。試験対象の遮断器の側
面のバーコードを読み、試験を開始する

出来高表示装置のC言語コントローラは、LAN経由でデータベースから生
産量の計画や実績を吸い上げ、2つを対比させてディスプレイに表示し、生
産に遅れがないかをリアルタイムで明らかにする

パソコンからC言語コントローラに置
き換えられた出来高表示装置

三菱電機福山製作所生産シ
ステム推進部IT企画課専任
の小湊芳仁

性能試験装置の背面に取り付けられたシーケンサ。中央のC言語コントロー
ラにはパソコン同様にUSBやLAN、RGBの各インタフェースがある

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

MELSEC iQ－RシリーズC言語コントローラ
スタンダードモデル“R12CCPU-V”
従来のマイコンボード、パソコンなどのC言語資産
を流用でき、VxWorksを搭載したコントローラによ
り、リアルタイム性の高い装置を実現するCPU。

三菱電機FAサイト2015年10月掲載
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三菱製鋼株式会社

きめの細かい履歴管理でトレーサビリティ実現
グローバル展開強化の足がかりに
鉄鋼メーカーの三菱製鋼は、ばねを製造する千葉製作所の生産ラインに「e-F@ctory」を導入した。生産ラインの主要な部分に取り付けたセンサから取得した加
工情報を履歴として残し、トレーサビリティを実現する。さらに電力などのエネルギーデータをリアルタイムに近い形で取得し、生産情報と関連付けて管理するこ
とで、細かい単位でエネルギー使用量を把握できるようにした。これにより同社がグローバル展開を強化するうえで重要な知見を得られる環境が整ったという。

三菱製鋼は特殊鋼鋼材事業を中心とした鉄鋼メーカー。その特殊鋼の
品目の中でも主力製品と位置付けられているのが、自動車や建設機械
などで使われる巻きばねだ。千葉市にある同社千葉製作所はその巻き
ばねを製造する。

同社は中期経営計画で「グローバルサプ
ライヤ化」を目指す方針を打ち出してい
る。人口減などで国内市場の長期的な縮
小が避けられない中、海外での事業拡大
は製造業に共通するテーマであり、同社
も海外での生産を拡大することで海外事
業の推進をはかろうとしているところだ。
千葉製作所は生産の海外展開の中でマ
ザー工場と位置付けられている。

海外工場にとって規範となる生産拠点と
するには、千葉製作所自身のものづくり
を従来にないレベルにまで高度化しなく
てはならない。そのために同社ではIoT
による「見える化」に着手することにした。

同社は以前からも見える化に取り組んできたものの、「精度的に十分な
ものではなく、品質改善などに生かし切れていないと感じていました」と
三菱製鋼技術開発センター副センター長の曽田裕二氏は振り返る。ま
た海外工場への技術移管には国内で経験を積んだ熟練技術者の稼働が
伴い、それには限界がある。そこでIoTを活用し、生産現場のあらゆる機
器や装置から細かくデータを取得し、千葉製作所自身の改善と同時に海

【事例のポイント】
1. 生産ラインからIoTで加工情報を取得し、トレーサビリティを実現
2. 原単位あたりのエネルギー使用量を1時間単位で管理
3. 音や振動など感覚的な情報も活用へ

Case study

外展開に必要なノウハウ蓄積をはかることにした。そこで活用したのが
三菱電機の「e-F@ctory」である。

「ばねがいつ出荷されたかなどの情報は、
従来から管理できていましたが、加工履歴
までは分かりませんでした。そこで個々の
ばねに番号を振り、そこでIoTで収集した
機器や装置の情報と組み合わせて、どの
ばねが何度で加熱されたのか、焼き入れ
時の油の温度は、など加工履歴を残せる
仕組みを目指したのです」（千葉製作所製
造部生産技術グループ長の河野一博氏）。

巻きばねは棒材を加熱しコイル状に巻い
た後、焼き入れや焼き戻し、ばねをいった
ん圧縮するセッチングや塗装などの工程
を経て完成する。それぞれの工程をワーク
が通った際のパラメータなどをIoTで収集
し、ワークの個体番号とひも付けて管理す
ることで見える化し、品質向上のための基
礎データとすると同時に、トラブル時のた
めのトレーサビリティ確立をはかることに
したのである。

その新たな生産システムとして同社が採用したのがe-F@ctoryだ。もと
もと同社は生産現場の制御システムとして三菱電機のシーケンサを古く
から活用している。「今回は新たなシステムを早期に立ち上げる必要があ
り、e-F@ctoryならばシーケンサのメーカーである三菱電機から手厚い
支援を得られると考えたのです。また効果的なソリューションパッケージ
が揃っていたのも、e-F@ctoryにした理由の一つです」（河野氏）。

そのソリューションパッケージとして同社が選択したのが、トレーサビリ
ティシステム「Traceabia」と、シーケンサのデータを生産現場のデータ
を収集する「Miranda VR」だ。Miranda VRはシーケンサによる制御情
報と生産現場の機械の動作を突き合わせて管理するシステムで、カメラ
による現場の映像も重ねて記録できる。そのため、異常時に制御データ
だけでなく映像で記録した実際の機械の動きも分析できるのが特徴だ。

個々の製品に番号を振り加工履歴とひも付ける

三菱製鋼千葉製作所の主力製
品の一つ、自動車用の巻きばね

三菱製鋼技術開発センター
副センター長の曽田裕二氏

三菱製鋼千葉製作所製造部
生産技術グループ長の
河野一博氏

巻きばねは棒材を加熱後コ
イル状に巻くことで作られる
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ならないことが少なくない。しかしe-F@ctoryでは、生産現場の情報と
管理部門の情報をつなぎ合わせてトータルで管理することができるた
め、こうしたリアルタイムでの原単位管理が可能になるのである。

e-F@ctoryによる巻きばね生産現場の見える化とトレーサビリティの確
立は、まだ実現したばかりだが、部分的な効果は早くも見え始めていると
いう。「e-F@ctory導入後、ある加工工程で異常が発生したという報告を
受け、IoTで取得したデータを分析してみることにしました。ちょうどその
工程はMiranda VRで映像を記録しているカメラを配置しているところ
でもあったので、映像も見ることですぐに原因を特定でき、対策を打つこ
とができました。データがなかったら原因分析に時間がかかり、異常が繰
り返されたかもしれません」（河野氏）。

効果が出始めたことを受けて、曽田氏は既に次のレベルの見える化を見
据えている。「巻きばねの品質保証は、今はロット単位で行っています。ト
レーサビリティが十分機能し、個品レベルで加工履歴を一つひとつ把握
できるようになれば、将来的には巻きばね1本単位の品質保証も可能に
なるかもしれません」（曽田氏）。

またIoTでセンシングする対象を拡大する構想もあるという。「視覚的な
情報や音や振動などもセンシングし、それらをワークの異常を早期に検
知することに使えないか、今後研究を進めてみたいですね」（曽田氏）。

温度や電力のように明確な数字で把握できる情報と違い、音や振動な
ど感覚的な情報は現場で長年の経験を積んだ技術者でなくては活用が
難しい。しかしものづくりの熟練
技術者不足が叫ばれる中でそ
れは容易ではない。熟練技術者
でなくては不可能な情報分析も
e-F@ctoryで実現しようという
同社の取り組みが実を結べば、
千葉製作所を核に目指す三菱製
鋼のグローバルサプライヤ化も
一気に加速することだろう。

同社がe-F@ctoryにより見える化を果たしたのは機器の稼働情報だけ
ではない。電力やガスなどエネルギー使用量も、より細かい見える化を
果たしている。

同社ではそれまで、エネルギー使用量を作業者が月に1回メーターを
チェックする形で記録していた。それを生産情報と組み合わせて生産量
の原単位あたりに換算し、エネルギーの使用効率を管理していた。しか
しこの方法では1カ月の中での細かい変動は分からない。原単位は現
場のちょっとした改善やラインの一時的な停止などでも変動するが、1
カ月にならされるとそれらは見えにくくなってしまうのである。

e-F@ctoryで刷新した新しいエネルギー管理システムでは、エネルギー
使用量の収集を自動化することで、1時間単位で把握できるようにした。
さらに管理部門から生産量の情報も自動的に取得して、エネルギー消費
量と突き合わせて原単位化。細かい変化が分かるようになった。

一般的に生産現場のネットワークと管理部門のネットワークは分断され
ていることが多く、原単位の計算に必要な生産現場のエネルギー消費量
と管理部門が持つ生産量の情報は、別々に取得してから計算しなければ

収集した生産現場の情報をGOTにリアルタイムで表示

Miranda VRで映像をもとに異常原因をいち早く解明できるようになった

電力やガスの原単位あたり使用量を1時間単位で集計し表示

三菱製鋼は生産現場の制御に三菱電機製シーケンサを長年使用している

12
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1カ月単位の管理から1時間単位の管理へ

感覚的な情報もIoTで取得し
熟練技術者の不足に備える

三菱電機FAサイト2018年2月掲載

三菱FA統合ソリューションe-F@ctory
e-F@ctoryは、「生産情報の見える化」「エネルギー
の見える化」「安全の見える化」の実現による企業の
TCO削減、企業価値向上を支援します。

導入した当社製品・ソリューションのご紹介
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一つの方法は、実験ラインを作って試行錯誤を繰り返すこと。しかし実
験ラインを作るには相当なコストと時間がかかるうえに、そこで作った
製品は売り物にならない。かといって稼働中の量産ラインでパラメー
タを変えながらテストすることは、顧客への品質保証上不可能だ。

もう一つの方法は、ラインを構成する機器からデータを書き出して
分析すること。しかしそれには装置メーカの協力が不可欠で、機器の
機能追加のコストがかかる。データを書き出しても、保全技術者が本
当にそこから知見を得られるかという問題もあった。

現場でもっとフレキシブルにデータの取得や分析が行えないか。そ
の中で同社が注目したのが、三菱電機のエッジコンピューティング製
品群だった。

三菱電機など業界各社は2017年11月、エッジコンピューティン
グ領域のソフトウエアプラットフォーム「Edgecross」を発表した。
Edgecrossは、生産現場のFA機器（シーケンサ等）と管理部門のIT
システムをつなぐプラットフォームで、FA機器からのデータを一次処
理し、分析可能な形でITシステムに渡したり、処理結果をFA機器に返
したりする機能を提供する。三菱電機はそれに対応した製品群を同
時に発表している。

携帯電話やスマホの中で信号の取り出しを担うSAWフィルタ。スマ
ホユーザの広がりなどを背景にニーズ拡大の続くSAWフィルタ市
場の中で、特に大きなシェアを占めるのが村田製作所のSAWフィル
タだ。グループの金沢村田製作所はその製造を一手に担っている。

SAWフィルタの工程の中で重要なものの一つが蒸着工程だ。クリー
ンルーム内の真空槽でフィルタに金属を蒸着させて何層もの膜を
作るこの工程では、真空槽の真空度が膜の品質を左右することが知
られている。生産現場では機器のデータを見ながら真空度をコント
ロールしているが、槽の部品交換など通常行わない作業をすると真
空度が変わってしまい、膜質が安定しないことがあったという。その
ため、そうした作業の後にはテストとして試作品の製品を流し、あらか
じめ膜質を確認しなければ生産を始めることはできなかった。

「部品の交換サイクルを延ばす方法もありますが、それでは本質的な
改善になりません。試作品を作ることなく実際の膜質を予測できな
いか、というところがプロジェクトのスタートでした」（金沢村田製作
所 第1製造部生産技術1課シニアマネージャーの後藤孔明氏）

Case study

三菱電機 産業用PC「MELIPC」

株式会社金沢村田製作所

生産現場のビッグデータを技術者が自ら分析し
製品の歩留まり向上とコスト削減を可能に
金沢村田製作所（石川県白山市）は主力製品の一つであるSAWフィルタの歩留まり向上を目指し、三菱電機のエッジコンピューティング製品群を使った
品質管理に取り組んでいる。製品の品質を左右する蒸着工程後の膜質を、現場の多様なデータを分析することで事前に予測可能にし、試作品の製造に要
する時間やコストの低減を果たした。生産設備を止めたり改変したりすることなく、実際の量産データで現場の担当者レベルで容易に分析できたという。

【事例のポイント】
1. 現場で自由に分析
2. 量産ラインに後づけで分析可能
3. 工数とコストの削減を実現

現場で自由に分析したい

量産ラインに後付けでも分析可能

石川県白山市の金沢村田製作所とここで生産される
SAWフィルタ。SAWフィルタのグローバル市場で、
同社推定で約50％のシェアを誇る
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質を、試作品を製造することなく予測で
きるようになったのである。

その結果、試作品の製造は不要になっ
た。同社によるとその工数とコストの削
減効果は、月間約20時間、100万〜
300万円にものぼるという。「効果が
確認できたので、今後はサンプル数を
増やして分析の精度をさらに高めて、
半年ほどかけて実際の運用に移してい
きたいと考えています」（喜多氏）

後藤氏は「生産現場からデータを取る
こと、それを分析して予測モデルを作
ることなどは、いずれも私たち保全技
術者が普通に行うべき作業です。でも
実際にやろうとすると、そう簡単なこと
ではありません」と指摘する。データを
取るには機器への機能追加が必要で、
分析して予測モデルを作るには現場の
設備や運用に通じた保全技術者が高度
な統計解析のノウハウを習得しなけれ
ばならないからだ。そのために必要な
コストの制約を受け、結果として保全
技術者が自由に試行錯誤を繰り返すと
いうことはできなかった。

しかしエッジコンピューティング製品群を使うことで、「現場を知って
いる保全技術者が、自分のアイデアを自由に検証できるようになりま
した」（後藤氏）。高度なノウハウを持つ現場の保全技術者を制約か
ら解き放ち、生産現場の改善というゴールにいち早くたどり着けるよ
うにしたわけだ。

日本の製造業の強さは現場にあると言われているが、その現場が持
つ強さをフルに生かせる環境が整っているとは必ずしも言えない。
金沢村田製作所は三菱電機のエッジコンピューティング製品群で、現
場の強さを生かすための武器を手に入れたのである。

※日経×TECHから抜粋したものです。
※禁無断転載 ©日経BP社

金沢村田製作所がこのEdgecross対応のエッジコンピューティ
ング製品群に注目したのは、稼働中の生産現場に「後付け」のよう
な形でも、あらゆるデータを取って容易に分析できる機能が揃って
いるからだ。機器の動作条件はシーケンサで集約できるので、そ
れを産業用PCに取り出して分析すれば、実際の量産データを使っ
た検討ができる。エッジコンピューティング製品群には産業用PCの

「MELIPC」、分析ツールの「リアルタイムデータアナライザ」など
が用意されている。

しかし現場の機器が生成するデータは、膜質に関係しそうなものだけ
でも約60種類に及ぶ。60ものパラメータを、統計解析のスペシャリ
ストでもない保全技術者が果たして分析できるのだろうか。

第1製造部生産技術1課の喜多康成氏は「とりあえず、取れるデータ
は全部放り込んでみることにしました」と話す。約60のパラメータ
を、すべてリアルタイムデータアナライザで重回帰分析することに取
り組んだ（図1）。

統計には不慣れにもかかわらず意外にも作業はスムーズに進んだ
という。「使い方をマスターするまでは三菱電機の支援を仰ぎまし
たが、その後は容易に分析を進めることができました。今同じことを
やったら、おそらく数時間で終わるでしょう」（喜多氏）

実質的に数時間でたどり着いたという答えは、約60のうちわずか3
つのパラメータで、製品の膜質をコントロールできるということだっ
た。プロジェクトを始めた当初、従来の真空度による膜質の推定と同
程度の予測精度を達成することを目標としていたが、それも容易にク
リアできたという。試作品製造後の結果のデータから予測していた膜

図1 個々のパラメータについて相関を分析した画面。実質的に数時間で約
60ものパラメータの重回帰分析を行えたという

月20時間100万〜300万円の削減効果

金沢村田製作所
第1製造部 生産技術1課
喜多 康成 氏

金沢村田製作所
第1製造部 生産技術1課
シニアマネージャー
後藤 孔明 氏

三菱電機FAサイト2018年10月掲載

導入した当社製品・ソリューションのご紹介

リアルタイムデータアナライザ
生産現場の予防保全、品質向上等を簡単に実現
するデータ分析・診断ソフトウェアです。生産現場
データのリアルタイム診断とオフライン分析を
一製品で実現します。AI技術と様々な統計手法
により生産現場のデータ活用を実現し、お客様の
企業価値向上に貢献します。

産業用PC MELIPC
MELIPCは装置の制御を行う“リアルタイム制御”、
生産現場とITシステムの中間層でデータ収集・分
析を行う“エッジコンピューティング”と2種類の用
途に使用できます。高性能プロセッサや高速通信
が可能なCC-Link IEフィールドネットワークに対応
したハイエンド機種から、シンプル・小型のローレン
ジ機種まで幅広くラインアップ。生産現場でのリア
ルタイム制御から予防保全や品質向上など多様な
ニーズに対応し、データ活用による生産現場の改
善に貢献します。
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三菱電機FAサイト

三菱電機FAサイト

もっと！！
見やすく、
使いやすく、
解りやすく。

三菱電機製品に加え、パートナー各社の製品や
サービス情報まで、皆様の業務に役立つ様々な情報を充実させ、
各サービスがさらに使いやすくなりました。

製品情報

製品情報がスピーディーに簡単に見つかる
お探しの製品を簡単に検索できる、絞込み機能や
検索機能を拡充してさらに使いやすくなりました。
また、製品置換えの代替え機種情報やアフターサ
ポート窓口も分かりやすくご紹介しています。

事例

課題解決につながる豊富な用途事例・導入事例
業界分野や工程、テーマなどから検索できる
多くの「用途事例」や実際の「導入事例」から、
課題解決のヒントやお客様の条件に最適な製
品をお探しいただけます。

ダウンロード

条件絞込みと検索機能で大幅パワーアップ
カタログやマニュアル、CAD、ソフトウェアなどの
ダウンロードサービスは、絞り込み機能や検索機能
を充実してさらに使いやすくなりました。また、大
容量データでも高速にダウンロードいただけます。

カタログ請求

最新のカタログや資料をすぐにお届けいたし
ます。製品やソリューションなど、100種類を
超える最新カタログの中からご希望のものに
チェックを入れるだけで、簡単にお申込みいた
だけます。

デジタルカタログ

機器製品のカタログが1つになり、より便利に
なりました。パソコンはもちろん、各種スマー
トデバイス（iPhone、iPad、Android）でも閲
覧できます。また、直感的な操作で実際の本を
めくっているかの様に閲覧できます。

機種選定

機種選定システムでお客様に最適な製品を簡
単に選定いただけます。選定した結果も保存
でき、選定作業が効率的に行えます。（選定結
果の保存は、メンバー登録が必要です）

グローバル

世界中の三菱電機FA情報へ容易にアクセス
トップページ右上の「Worldwide」から、世界各国のFAサイトに簡単にアクセ
スいただけます。各国ページでは、世界中でご購入いただける製品に加え地域
限定製品の情報や各国語のカタログやマニュアルの他、様々な地域サービス
をご確認いただけますので海外でのビジネス拡大の際に是非ご利用ください。

海外進出

グローバルでのビジネスを協力サポート
世界各国の日本語対応窓口やサポート拠点の
紹介に加え、現地で役立つ会話集、用語集など
を各国語対応でご用意しております。

情報活用

SNSやマイページで業務効率化
SNSやメールで情報を容易に発信できますので、チー
ム内での情報共有や展開がスムーズになります。また
メンバー様はマイページ機能により常時使用する情報
を素早く取り出すことで業務効率を改善できます。
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三菱電機FAサイト

どこからでもFA製品の知識を習得。 必要な情報を素早く、確実に。

楽しくFAソリューションが分かる新サービス

動画集

ビジネスコラム

eラーニング e-Manual

三菱電機FAの関連動画を掲載しています。
展示会・セミナーの各種イベントや、製品コン
セプト・加工動画などのソリューションを紹介
しています。 

仕事を進める上で参考になる、さまざまな業
界の第一人者によるコラムを掲載しています。

「eラーニング」は、インターネット環境を活用したWebベースでの学習
方式をいいます。「三菱電機FA eラーニング」は、勤務先・外出先・自宅の
どこからでも、弊社FA製品利用のトレーニングが行える自習型のオン
ライン教育システムです。いつでも、どこでもリアルタイムに受講でき、
カリキュラムを受講者の希望スケジュールに合わせて、学習することが
できる環境を提供します。

e-Manualは、必要な情報を素早く探せる、三菱電機FA機器ユーザー
のためのマニュアルです。複数のマニュアルを1つのデータベースのよ
うに扱うことができ、欲しい情報を手軽に素早く、その場で検索できま
す。三菱電機FA機器をさらに使いやすくするe-Manual。製品導入にか
かる時間を大幅に削減します。

■ はじめてのFA機器シリーズ

三菱電機FA製品に対応した、易しい内

容の初心者コースです。製品の概要を

短時間で習得できます。

■ 基礎、応用コース

様々なレベルに合わせたeラーニング

を提供しています。アニメーションや

動画を活用した「わかりやすい」トレー

ニングを、いつでもどこからでも受講

することができます。

■ 特長

• 必要なマニュアルをすべて1つのデータベースとして利用

• 一度ダウンロードした後は、ローカル環境で使用可能

• タブレット端末ではタブレット版e-Manualアプリを利用可能

• 最新マニュアルをその場で簡単にダウンロード、更新

• 探したい情報を、マニュアル横断で検索

• 製品のハードウェア仕様などを、イラストから直感的に検索

• 本文中にノウハウ情報などを自由にメモでき、マニュアルをカスタマイズ

• マニュアル掲載のサンプルプログラムを直接GX Works3にエクスポート

技術レポート

大人の教養講座

三菱電機FA製品の技術論文を掲載していま
す。各製品の仕様や特長、事例についてご確
認いただけます。

先人の知恵や歴史、日常に役立つマナーを
掲載しています。

展示会情報

+FA

三菱電機FAが出展を行った展示会の情報を掲
載しています。展示会に出展した製品やソリュー
ションなどの情報をご確認いただけます。

工場や生産現場だけかと思われがちな、Factory 
Automation のソリューション。実は、普段の生
活の身近なシーンでも活躍しています。あなたの
生活を色々なところで支えている「MITSUBISHI 
FA」。バーチャルな街を散策しながら気軽に学べ
る、新感覚のサービス「＋FA」です。

14
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サービス内容  Available services

世界中で確かな技術と安心を提供する、グローバルネットワーク。
Mitsubishi Electric’s global FA network delivers reliable technologies and security around the world.

販売・サービス拠点
Mitsubishi Electric sales office

メカトロショールーム
Mechatronics showroom

FAセンター
Global FA Center

生産拠点
Production base

開発拠点
Development center

タイFAセンター
Thailand FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC  FACTORY
AUTOMATION（THAILAND） CO.,LTD

日本人／現地人専任スタッフがFA製品に関する技術
的なお問合せにお応えしています。また、お客様のア
プリケーションに最適な製品・システムのご提案も
行っています。

Technical consultation (engineering)
Our Japanese and/or local staff offer 
technical advice, and can also propose the 
best products and systems for a customer's 
specific application needs.

コンサルティング（エンジニアリング）
基本操作から応用プログラミングまで実機を用いたトレーニングス
クールを定期的に開催。お客様のご要求に応じたメニューやお客様
でのトレーニングスクールも行っています。
Training
From basic operations to applied programming, our 
training schools offer regular courses that use actual 
machines. We also offer customized training programs 
and onsite training sessions.

トレーニング

修理のご依頼から、お客様へのサービスエンジニア派遣、保守部品
の販売まできめ細かく連携を取りながら対応しています。

Technical support
Our FA centers and service shops work together to provide 
repairs, onsite engineering support, and spare parts.

技術サポート

お客様の修理品を現地修理対応しています。

Repairs
Handle repairs of our FA products.

修理

シーケンサ、HMI、インバータ、サーボの機器製品や
放電加工機・レーザ加工機・数値制御装置・ロボット
のメカトロ製品を展示し、お客様に当社最新技術をご
紹介しています。

Showrooms
The latest automation technologies, 
including programmable controllers, HMIs, 
inverters, servo systems, and industrial 
automation machinery such as 
electrical-discharge machines, laser 
processing machines, CNCs, and industrial 
robots can be seen at Mitsubishi Electric 
showrooms.

ショールーム

ドイツFAセンター
Germany FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
Germany Branch

ロシアFAセンター
Russia FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
Russian Branch St.Petersburg office

韓国FAセンター
Korea FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION KOREA CO.,LTD.

ハノイFAセンター
Hanoi FA center
Mitsubishi Electric
 Vietnam 
Company Limited 
Hanoi Branch

ホーチミンFAセンター
Ho Chi Minh FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
VIETNAM COMPANY 
LIMITED

英国FAセンター
UK FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
UK Branch

 北米FAセンター
North America FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION,INC.

チェコFAセンター
Czech Republic FA Center
MITSUBISHI ELECTIC 
EUROPE B.V.Czech office

イタリアFAセンター
Italy FA Center
Mitsubishi Electric 
Europe B.V. Italian Branch

北京FAセンター
Beijing FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

天津FAセンター
Tianjin FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

広州FAセンター
Guangzhou FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

上海FAセンター
Shanghai FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA) LTD.  

メキシコFAセンター
Mexico FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION,INC.Mexican 
Branch

欧州FAセンター
Europe FA Center
MITSUBISHI ELECTIC 
EUROPE B.V.
Polish Branch

台中FAセンター
Taichung FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
TAIWAN CO.,LTD

三菱電機株式会社
FAシステム事業本部
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Factory Automation Systems Group

台北FAセンター
Taipei FA Center
SETSUYO ENTERPRISE CO.,LTD

アセアンFAセンター
ASEAN FA Center 
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE.LTD.  

インド・グルガオンFAセンター
India Gurgaon FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Gurgaon Head Office

インド・バンガロー ルFAセンター
India Bangalore FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Bangalore Branch

インド・プネFAセンター
India Pune FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Pune Branch

インド・アーメダバードFAセンター
India Ahmedabad FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Ahmedabad Branch

インド・チェンナイFAセンター
India Chennai FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Chennai Branch

インドネシア
FAセンター
Indonesia FA Center
PT.MITSUBISHI 
ELECTIC INDONESIA 

トルコFAセンター
Turkey FA Center
Mitsubishi Electric 
Turkey A.Ş. Ümraniye 

中国大陸 China

世界中どこでも、日本と変わらないサービスをご提供するために、サービス拠点を世界各地
に設置。お客様のビジネス拡大に対応するために、次々に拠点を開設中です。
Service bases are established around the world to provide the same services as in Japan globally. 
Overseas bases are opening one after another to support our customers' business expansion.

地域 Area 当社海外拠点 
Our overseas

FAセンター
FA centers

ヨーロッパ・中東・アフリカ：EMEA
中　国：China
アジア：Asia
北中南米：Americas
その他：Others
合計：Total

26
17
31
13
1

88

7
4

13
4
0

28

ブラジルFAセンター
Brazil FA Center
Mitsubishi Electric do Brasil 
Comércio e Serviços Ltda. 

ブラジル・ボトランチン
FAセンター
Brazil Votorantiｍ FA Center
MELCO CNC do Brasil 
Comércio e Serviços S.A.

・2016年6月現在　・As of June 2016

海外サービス拠点
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サービス内容  Available services

世界中で確かな技術と安心を提供する、グローバルネットワーク。
Mitsubishi Electric’s global FA network delivers reliable technologies and security around the world.

販売・サービス拠点
Mitsubishi Electric sales office

メカトロショールーム
Mechatronics showroom

FAセンター
Global FA Center

生産拠点
Production base

開発拠点
Development center

タイFAセンター
Thailand FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC  FACTORY
AUTOMATION（THAILAND） CO.,LTD

日本人／現地人専任スタッフがFA製品に関する技術
的なお問合せにお応えしています。また、お客様のア
プリケーションに最適な製品・システムのご提案も
行っています。

Technical consultation (engineering)
Our Japanese and/or local staff offer 
technical advice, and can also propose the 
best products and systems for a customer's 
specific application needs.

コンサルティング（エンジニアリング）
基本操作から応用プログラミングまで実機を用いたトレーニングス
クールを定期的に開催。お客様のご要求に応じたメニューやお客様
でのトレーニングスクールも行っています。
Training
From basic operations to applied programming, our 
training schools offer regular courses that use actual 
machines. We also offer customized training programs 
and onsite training sessions.

トレーニング

修理のご依頼から、お客様へのサービスエンジニア派遣、保守部品
の販売まできめ細かく連携を取りながら対応しています。

Technical support
Our FA centers and service shops work together to provide 
repairs, onsite engineering support, and spare parts.

技術サポート

お客様の修理品を現地修理対応しています。

Repairs
Handle repairs of our FA products.

修理

シーケンサ、HMI、インバータ、サーボの機器製品や
放電加工機・レーザ加工機・数値制御装置・ロボット
のメカトロ製品を展示し、お客様に当社最新技術をご
紹介しています。

Showrooms
The latest automation technologies, 
including programmable controllers, HMIs, 
inverters, servo systems, and industrial 
automation machinery such as 
electrical-discharge machines, laser 
processing machines, CNCs, and industrial 
robots can be seen at Mitsubishi Electric 
showrooms.

ショールーム

ドイツFAセンター
Germany FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
Germany Branch

ロシアFAセンター
Russia FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
Russian Branch St.Petersburg office

韓国FAセンター
Korea FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION KOREA CO.,LTD.

ハノイFAセンター
Hanoi FA center
Mitsubishi Electric
 Vietnam 
Company Limited 
Hanoi Branch

ホーチミンFAセンター
Ho Chi Minh FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
VIETNAM COMPANY 
LIMITED

英国FAセンター
UK FA Center
MITSUBISHI ELECTIC EUROPE B.V.
UK Branch

 北米FAセンター
North America FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION,INC.

チェコFAセンター
Czech Republic FA Center
MITSUBISHI ELECTIC 
EUROPE B.V.Czech office

イタリアFAセンター
Italy FA Center
Mitsubishi Electric 
Europe B.V. Italian Branch

北京FAセンター
Beijing FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

天津FAセンター
Tianjin FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

広州FAセンター
Guangzhou FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA)LTD.  

上海FAセンター
Shanghai FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION (CHINA) LTD.  

メキシコFAセンター
Mexico FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
AUTOMATION,INC.Mexican 
Branch

欧州FAセンター
Europe FA Center
MITSUBISHI ELECTIC 
EUROPE B.V.
Polish Branch

台中FAセンター
Taichung FA Center
MITSUBISHI ELECTRIC 
TAIWAN CO.,LTD

三菱電機株式会社
FAシステム事業本部
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Factory Automation Systems Group

台北FAセンター
Taipei FA Center
SETSUYO ENTERPRISE CO.,LTD

アセアンFAセンター
ASEAN FA Center 
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE.LTD.  

インド・グルガオンFAセンター
India Gurgaon FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Gurgaon Head Office

インド・バンガロー ルFAセンター
India Bangalore FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Bangalore Branch

インド・プネFAセンター
India Pune FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Pune Branch

インド・アーメダバードFAセンター
India Ahmedabad FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Ahmedabad Branch

インド・チェンナイFAセンター
India Chennai FA Center
MITSUBISHI ELECTIC INDIA PVT.LTD. 
Chennai Branch

インドネシア
FAセンター
Indonesia FA Center
PT.MITSUBISHI 
ELECTIC INDONESIA 

トルコFAセンター
Turkey FA Center
Mitsubishi Electric 
Turkey A.Ş. Ümraniye 

中国大陸 China

世界中どこでも、日本と変わらないサービスをご提供するために、サービス拠点を世界各地
に設置。お客様のビジネス拡大に対応するために、次々に拠点を開設中です。
Service bases are established around the world to provide the same services as in Japan globally. 
Overseas bases are opening one after another to support our customers' business expansion.

地域 Area 当社海外拠点 
Our overseas

FAセンター
FA centers

ヨーロッパ・中東・アフリカ：EMEA
中　国：China
アジア：Asia
北中南米：Americas
その他：Others
合計：Total

26
17
31
13
1
88

7
4
13
4
0
28

ブラジルFAセンター
Brazil FA Center
Mitsubishi Electric do Brasil 
Comércio e Serviços Ltda. 

ブラジル・ボトランチン
FAセンター
Brazil Votorantiｍ FA Center
MELCO CNC do Brasil 
Comércio e Serviços S.A.

・2016年6月現在　・As of June 2016
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東京FATEC

東京都台東区台東1-30-7

東日本FAソリューションセンター（秋葉原アイマークビル）2F

TEL.（03）5812-1018

札幌FATEC

TR／札幌市中央区北二条西4丁目

　　 北海道ビル5F

TEL.（011）212-3794（北海道支社）

広島FATEC

TR／広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル8F

TEL.（082）248-5348（中国支社）

名古屋FATEC

三菱電機名古屋製作所FAコミュニケーションセンター3F

名古屋市東区矢田南5-1-14

TEL.（052）721-2403

仙台FATEC

TR／仙台市青葉区上杉1-17-7

　　 仙台上杉ビル5F

TEL.（022）216-4553（東北支社）

高松FATEC

TR／高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル6F

TEL.（087）825-0055（四国支社）

大阪FATEC

大阪市北区堂島2-2-2近鉄堂島ビル4F

TEL.（06）6347-2970

金沢FATEC

TR／金沢市広岡1-2-14コーワビル3F

TEL.（076）233-5501（北陸支社）

福岡FATEC

TR／福岡市博多区東比恵3-12-16 東比恵スクエアビル2F

TEL.（092）721-2224（九州支社）

FAテクニカルセンター 開催日 ： 土、日、祭日を除く毎日 （午前9：30〜午後5：30）

福山製作所トレーニングスクール

広島県福山市緑町1-8  TEL.（084）926-8005

◎トレーニングの詳細については、三菱電機FAサイトをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

アフターサービス拠点名 拠点番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号
北日本支社 q 〒983-0013　仙台市宮城野区中野一丁目5-35 022-353-7814 022-353-7834
北日本支社　北海道支店 w 〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2-1-18 011-890-7515 011-890-7516
東京機電支社 e 〒108-0022　東京都港区海岸3-19-22 03-3454-5521 03-5440-7783

神奈川機器サービスステーション r 〒224-0053　横浜市都筑区池辺町3963-1 045-938-5420 045-935-0066
関越機器サービスステーション t 〒338-0822　さいたま市桜区中島2-21-10 048-859-7521 048-858-5601
新潟機器サービスステーション y 〒950-8504　新潟市中央区東大通2-4-10 025-241-7261 025-241-7262

中部支社 u 〒461-8675　名古屋市東区矢田南5-1-14 052-722-7601 052-719-1270
静岡機器サービスステーション i 〒422-8058　静岡市駿河区中原877-2 054-287-8866 054-287-8484

中部支社　北陸支店 o 〒920-0811　金沢市小坂町北255 076-252-9519 076-252-5458
関西支社 !0 〒531-0076　大阪市北区大淀中1-4-13 06-6458-9728 06-6458-6911

京滋機器サービスステーション !1 〒612-8444　京都市伏見区竹田田中宮町8 075-611-6211 075-611-6330
姫路機器サービスステーション !2 〒670-0996　姫路市土山2-234-1 079-269-8845 079-294-4141

中四国支社 !3 〒732-0802　広島市南区大州4-3-26 082-285-2111 082-285-7773
岡山機器サービスステーション !4 〒700-0951　岡山市北区田中606-8 086-242-1900 086-242-5300

中四国支社　四国支店 !5 〒760-0072　高松市花園町1-9-38 087-831-3186 087-833-1240
九州支社 !6 〒812-0007　福岡市博多区東比恵3-12-16 092-483-8208 092-483-8228

長崎機器サービスステーション !7 〒852-8004　長崎市丸尾町4-4 095-818-0700 095-861-7566

国内サポート（三菱電機サービスネットワーク）
三菱電機システムサービス株式会社が24時間365日受付体制にてお応えします。

三菱電機FA機器製品サービス拠点一覧

■トレーニングスクール
三菱電機FAテクニカルセンターでは、専門技術者によるFA機器の詳しい解説、ユーザー様ご自身での実機操作体験などによるトレーニングス
クールと、豊富なラインアップを誇る三菱FA関連製品の展示を開催しております。お気軽にお立ち寄りください。

1

2

6

7
8

9

10
1112

13 14

15

16
17

3
4

5

時間外修理受付窓口　☎ ０５２－７１９－４３３７ （受付時間帯　月～金 ： 19：00～翌9：00　土日祝日 ： 終日）

受 付 体 制

時間外受付体制
通常受付体制 平日９：００～１９：００の間は、全国の支社・支店・サービスステーションでお受けいたします。

休日・夜間は、時間外専用電話でお受けいたします。

充実のサポート体制で、FAの快適稼動にお応えします。

※TR：テクニカルルーム

国内アフターサポート
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YOUR SOLUTION PARTNER

Automation solutions

生産現場で、最も信頼される
ブランドを目指して

低圧配電制御機器

高圧配電制御機器

電力管理機器

シーケンサ

駆動機器

表示器（HMI）

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

加工機

変圧器、太陽光発電、EDS

三菱電機は、コンポーネントから加工機まで、
幅広いFA（Factory Automation）事業を展
開しています。さまざまな分野の生産システ
ムを支援し、生産性向上と品質向上の実現を
目指しています。そして開発から製造、品質管
理まで一貫した体制で、お客様のニーズをい
ち早く取り込み、ご満足いただける製品づくり
に取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グローバル
ネットワークを駆使し、確かな技術と安心のサ
ポートをご提供しています。三菱電機のFA事
業は、常にお客様との密接なコミュニケーショ
ンに基づき、最先端のFAソリューションをご提
案し、世界のものづくりに貢献していきます。

三菱電機は、シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、放電加工機など産業メカトロニ
クス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

国
内
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〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ
本社機器営業部············ 〒110-0016	 東京都台東区台東1-30-7	秋葉原アイマークビル３階	······························································· （03）5812-1470
北海道支社	··················· 〒060-8693	 札幌市中央区北二条西4-1（北海道ビル）	················································································· （011）212-3794
東北支社	······················· 〒980-0013	 仙台市青葉区花京院1-1-20（花京院スクエア）	········································································· （022）216-4546
関越支社	······················· 〒330-6034	 さいたま市中央区新都心11-2（明治安田生命さいたま新都心ビル）	·········································· （048）600-5835
新潟支店	······················· 〒950-8504	 新潟市中央区東大通2-4-10（日本生命ビル）	············································································ （025）241-7227
神奈川支社	··················· 〒220-8118	 横浜市西区みなとみらい2-2-1（横浜ランドマークタワー）	···························································· （045）224-2624
北陸支社	······················· 〒920-0031	 金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）	··························································································· （076）233-5502
中部支社	······················· 〒450-6423	 名古屋市中村区名駅3-28-12（大名古屋ビルヂング）	······························································· （052）565-3314
豊田支店	······················· 〒471-0034	 豊田市小坂本町1-5-10（矢作豊田ビル）	··················································································· （0565）34-4112	
関西支社	······················· 〒530-8206	 大阪市北区大深町4-20（グランフロント大阪	タワーA）	······························································· （06）6486-4122
中国支社	······················· 〒730-8657	 広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）	·················································································· （082）248-5348
四国支社	······················· 〒760-8654	 高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）	·············································································· （087）825-0055
九州支社	······················· 〒810-8686	 福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）	······················································································· （092）721-2247

電話技術相談窓口 	受付時間※１　月曜～金曜 ９：００～１９：００、土曜・日曜・祝日 ９：００～１７：００

対　象　機　種 電話番号

シ
ー
ケ
ン
サ

MELSEC	iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 052-711-5111
MELSEC	iQ-F/FX/Fシーケンサ全般 052-725-2271※2

ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット 052-712-2578
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/	
高速カウンタユニット 052-712-2579

MELSOFT	シーケンサ	
プログラミングツール MELSOFT	GXシリーズ 052-711-0037

MELSOFT		
統合エンジニアリング環境

MELSOFT		
iQ	Works（Navigator）

052-712-2370

MELSOFT		
通信支援ソフトウェアツール MELSOFT	MXシリーズ

MELSECパソコンボード Q80BDシリーズなど
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/	
高速データロガーユニット
iQ	Sensor	Solution

MELSEC計装/iQ-R/	
Q二重化

プロセスCPU
（MELSEC	iQ-R/Qシリーズ）

052-712-2830※2二重化CPU
（MELSEC	iQ-R/Qシリーズ）
MELSOFT	PXシリーズ

MELSEC	Safety

安全シーケンサ	
（MELSEC	iQ-R/QSシリーズ）

052-712-3079※2
安全コントローラ
（MELSEC-WSシリーズ）

電力計測ユニット/絶縁監視ユニット QE8□シリーズ 052-719-4557※2※3

表示器

GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271※2

GOT2000/1000/	
A900シリーズなど 052-712-2417
MELSOFT	GTシリーズ

対　象　機　種 電 話 番 号

サーボ/位置決めユニット/	
シンプルモーションユニット/	
モーションコントローラ/
センシングユニット/
組込み型サーボシステム
コントローラ

MELSERVOシリーズ

052-712-6607

位置決めユニット		
（MELSEC	iQ-R/Q/L/Aシリーズ）
シンプルモーションユニット
（MELSEC	iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ）
モーションCPU	
（MELSEC	iQ-R/Q/Aシリーズ）
センシングユニット（MR-MTシリーズ）
シンプルモーションボード
C言語コントローラインタフェース
ユニット（Q173SCCF）/	
ポジションボード
MELSOFT	MTシリーズ/
MRシリーズ/EMシリーズ

センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
インバータ FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ 三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900※3※4

ロボット MELFAシリーズ 052-721-0100
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ 052-712-5430※3※5

データ収集アナライザ MELQIC	IU1/IU2シリーズ 052-712-5440※3※5

低圧開閉器
MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ

052-719-4170
US-Nシリーズ

低圧遮断器
ノーヒューズ遮断器/	
漏電遮断器/MDUブレーカ/
気中遮断器（ACB）など

052-719-4559

電力管理用計器
電力量計/計器用変成器/	
指示電気計器/	
管理用計器/タイムスイッチ

052-719-4556

省エネ支援機器

EcoServer/E-Energy/	
検針システム/	
エネルギー計測ユニット/	
B/NETなど

052-719-4557※2※3

小容量UPS（5kVA以下） FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/	
FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ 052-799-9489※3※6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
※1:春季・夏季・年末年始の休日を除く　※2:金曜は17:00まで　※3:土曜・日曜・祝日を除く　※4:月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 
※5:受付時間9:00～17:00　※6:月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口 	受付時間　月曜～金曜　９：００～１６：００（祝日・当社休日を除く）

対　象　機　種 F A X 番 号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット（QE8□シリーズ） 084-926-8340
三相モータ225フレーム以下 0536-25-1258※7

低圧開閉器 0574-61-1955
低圧遮断器 084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS（5kVA以下） 084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
※7:月曜～木曜の9：00～17：00と金曜の9：00～16：30（祝日・当社休日を除く）

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や
各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや
CADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱FAソリューション導入事例

Global Partner. Local Friend.
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